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外部評価結果の総括 
 

【序文】 

 学術研究は、研究者の自由な発想と好奇心に基づく知的創造活動であり、その発展

が人類の文化的価値の創造に繋がるだけでなく、将来のイノベーションの源泉となり、

我が国の国際競争力を支える土台となるものである。 
近年、環境、エネルギー、食糧などの地球的規模の諸課題や経済危機に起因するさ

まざまな問題を解決するための手段として「基礎研究の強化」が叫ばれており、基礎

研究に対する期待とその役割が大きく変わろうとしてきている。 
 独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会は、事業の達成状況の検証を行うほか、

学術研究、大学等を取り巻く環境の変化なども考慮し、学術振興策の方向性などにつ

いても意見としてまとめることにした。 
外部評価委員会の意見には、振興会の業務の範囲を超えた事柄や早期に改善できな

い指摘事項も含まれる。そこまで踏み込む必要がある理由は、学術研究の担い手であ

る大学等の基盤的経費が削減され続けていることや競争的資金としての投資額も十分

とはなっていないこと、さらには、学術研究と応用開発研究のバランスが適切とは言

い難い状況にあることなどを背景として、大学や研究機関が極めて深刻な状況に直面

しているからにほかならない。 
本報告書は、文部科学省独立行政法人評価委員会科学技術・学術分科会日本学術振

興会部会にも提出される。その際、本報告書の意見が、振興会事業の改善方策を示す

だけのものではなく、大学等の研究者が直面している現状や学術研究の課題を如実に

表しているものとして多方面で活用され、学術政策の在り方の検討、次年度の概算要

求にその結果が的確に反映されることを期待し、以下の通り総括する。 
 
１．学術の特性に配慮した制度運営 

 研究の課題設定、推進、研究成果の結実、自らが属する研究分野への貢献の検証な

どは研究者自身による構想や展望が肝要であり、そのことの重要性を十分認識する幅

広い世代にわたるメンバーからの意見聴取は、振興会事業の推進にとって極めて有益

な手段である。評議員会、学術顧問会議、学術システム研究センターの機能を活用で

きる運営体制が確立していることを評価したい。 
 
２．業務運営 

業務運営の効率化を進めており、評価できる。また、決算情報の開示にも努力が窺

える。セグメント情報の公表は特に重要であり、管理会計の活用を視野に入れつつ、

一層の取組みに期待したい。 
平成２１年度補正予算によって新たな業務を創設することが決まっており、振興会

業務の一層の増大が予想されるが、必要な人員の確保や更なる業務の合理化に努める

ことにより、申請者や支援対象者へのサービス低下を招かないこと、職員の健康を確

保することなどに十分留意することが必要である。 
 
３．学術システム研究センターへの期待 

グローバル化、情報化が進む現代社会において、学術の進展とその応用はこれまで

以上に人類の将来を左右する要因となる可能性が高い。しかし、研究の成果が早期に

問われるなかで、研究の重点は以前よりも下流化、専門化しつつあり、さまざまな分

野で活用可能な研究や、現在の研究自体を検証し批判する研究が少なくなっているこ

とは、我々現代の研究者が共有する課題である。このような状況が公害や地球温暖化、
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核兵器、将来問題化するかもしれない遺伝子組み換えなどの問題を生んだことも否め

ない。 
今後は、要素還元論に対する全体論、応用科学に対する認知科学、課題探求型に対

する curiosity driven 型を正しく位置づける試みをすべきである。特に、振興会の学

術システム研究センターには、学問のあり方、研究の方向、そして研究の現状そのも

のを包括的にとらえ直す視点と作業が望まれる。 
 学術システム研究センターは、我が国の学術研究の将来を方向付ける重要な役割を

担っており、その機能を充実させるためにも、例えば、一部の研究員を常勤とするな

どの見直しの余地はないのであろうか。今後の検討と法人としての英断に期待したい。 
また、振興会がその使命を一層果たすためには、学術研究の成果を我が国の施策の

立案や産業の育成などに更に生かす方策について検討することが必要である。そのた

めにも、科研費を始めとする振興会の各種事業の実施から生まれた研究成果のデータ

ベース化とその蓄積を積極的に進めることが必要である。公開方法やデータの取扱い

については、重要なデータであるからこそ十分な検討が必要である。今後の取り組み

に大いに期待したい。 
 

４．競争的資金の現状是正 

我が国の科学技術・学術行政における国費の配分に際しては、競争的資金重視の政

策が続いている。この政策の実施後の結果を点検すると、学術研究の分野では、研究

実績に優れた一部の有力大学の研究費獲得率が際立って高く、上位５大学が科研費の

１／３を獲得するという結果を生んでいる(1)。科研費は独創的・先駆的な学術研究を

支援するものであるが、将来の学術研究を担う若手研究者に、独自の発想を基とした

研究を自立的に遂行する能力を涵養する機会を提供する機能を有している。また、多

くの大学では科研費による研究の実施に大学院生が加わっており、実質的に大学院教

育の有力な推進駆動力となっていることも事実である。一方、学術研究と若手研究者

の育成を併せて支援するものとしては、グローバルＣＯＥプログラム（我が国の大学

院の教育研究機能を一層充実・強化し、国際的に卓越した研究基盤の下で世界をリー

ドする創造的な人材育成を図るため、国際的に卓越した教育研究拠点の形成を重点的

に支援し、もって国際的競争力のある大学作りを推進することを目的）がある。しか

し、ここでの教育研究拠点の形成は大学院専攻等の組織によるものが求められており、

個人あるいは２～３人の教員グループによるものは対象となっていない。いうまでも

なく、後者による教育研究拠点の形成もまた、国際競争力のある大学作りには欠かせ

ない。したがって、人材育成ファクターを導入し、研究費による人材育成効果を加味

した、新たな研究費助成制度の開発が望まれる。 
この点についてさらに付け加えると、例えば、研究費の申請書中の研究目的および

                         
（1）1平成 20年度科学研究費補助金予算額は 1,932 億円。一方、平成 20年度（新規採択+継続分）にお

ける上位 5大学の配分額は下表の通りとなっており、合計約 637 億円。上位 5大学が占める割合は、科

研費全体の約 33％となっている。 

  大学等の名称 配分額（直接経費） 配分額（間接経費） 合計（単位：千円） 

1 東京大学 17,601,349 3,723,135 21,324,484 

2 京都大学 11,775,613 2,626,969 14,402,582 

3 東北大学 8,929,100 2,145,360 11,074,460 

4 大阪大学 8,535,903 1,822,651 10,358,554 

5 名古屋大学 5,364,150 1,149,765 6,513,915 

 合計 52,206,115 11,467,880 63,673,995 

（文部科学省http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1220970.htm） 
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研究計画・方法の項目において、人材育成効果に関する意義および方法に関する記述

を追加する等の具体的方策について検討されると良い。また、研究業績欄中に人材育

成実績等の記述を求めることも必要であろう。「人の創出」効果を最大限に実現する

ような新しいタイプのファンディングシステムを創設する際には、我が国の研究助成

制度改革として捉え、政府等関係機関に働きかけることが必要である。今後の取り組

みに期待したい。 
 

５．学術研究の助成 

 政府全体の科学技術関係経費の約５％（約2,000億円）が学術研究推進の原資であ

る科研費に継続的に充当されており(2)、その長い歴史と担当者の工夫・尽力の賜とし

て、審査体制が洗練され、客観的な審査過程を実現できていることは我が国の誇ると

ころである。 
応募・審査手続きの電子化、内定通知の迅速化、外国人研究者に配慮した公募資料

の英語版化といった科研費を研究者により使い易くする努力を続けており、研究者側

から感謝をもって評価されている。 
さらには、科研費による学術研究の成果から派生した社会的インパクトの大きいイ

ノベーションが多分野で出始めており、振興会の多様性の理解と萌芽的研究に対する

学術研究支援の成果の証とも言える。また、ボトムアップ方式の振興会の科研費と政

府主導のＪＳＴ、ＮＥＤＯ等による目的研究資金が旨く調和、連携されて推進されて

いる結果と言える。 
振興会の学術研究助成の運営システムの完成度は高く、今後更なる学術研究資金の

充当強化によって、より多くのイノベーション創出が期待できるステージにあると思

われる。 
不正使用、不正受給の防止への努力も高く評価したい。現在のルールでは少なくと

も予算の使用についてはルールを違反することなく合理的、且つ効果的な研究費の活

用が可能になっており、不正には厳格に対処すべきである。研究資金の不正流用は、

一部の研究者の例であっても研究者全体に対する社会的不信を引き起こす引き金にな

りうるので、“研究資金は国民の税金で賄っている”ことを繰り返し周知することが重

要であり、それと同時に、その防止は振興会の重要な責務と言える。また、当事者が

意図せず生じる不正も起こることがあり、制度的不具合に由来することも多い。地道

な是正努力が継続されることを望む。 
一方、新領域や境界領域・学際領域の審査には課題が残る。学際領域や新分野の評

価に際しては、適任の審査員が極くわずかしか存在しないため、どうしても専門外の

内容は低く評価される傾向がある。例えば、合議制とは別個の責任者体制、審査に適

した外国人を加える、国内からも、敢えて適任の審査員を臨時に加えて意見を聞くな

ど、今よりもフレキシブルな審査システムを構築することを期待したい。 
また、科研費の審査は学会誌に投稿した論文のように審査委員の批評を申請者にフ

ィードバックして、研究レベルの改善に貢献するようなシステムにすることが望まし

い。現在も不採択理由を示してはいるが、これは安全性を重視してあまり実効的内容

のないものになる傾向があり、形骸化していると思われる。実効的に審査員のコメン

トを申請者に伝えるためには、アメリカのＮＳＦでやっているようにプログラムオフ

ィサーを大学等から募って個々の申請にきめ細かく対応できる体制を整えることが必

                         
（2）2我が国の平成 20年度予算における科学技術関係経費は 3兆 5,708 億円となっており（平成 21年版

『科学技術白書』p.97-98）、平成 20年度の科学研究費補助金（予算額）1,932 億円が占める割合は、

我が国の科学技術関係経費全体の約 5.5%となっている。 
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要だと考える。そのためにはかなりの予算増や、それと同時に審査員が個人的な関係

や感情を離れて科学的内容を客観的に判断し、意見を述べられる社会的環境を醸成す

る必要がある。日本の人口はアメリカの２分の１（現在は３分の１に近づいているが）、

ＧＤＰもアメリカの約２分の１であるから、国家予算をアメリカと似た配分にすれば

振興会の予算もＮＳＦの予算の２分の１程度にできるはずである(3)。そうすれば科学

研究のサポートを大幅に拡充することが可能だと思われる。 
 
６．若手研究者の養成 

 学術研究の発展のためには、次代を担う創造性に富む多様な若手研究者を継続的に

育成することが求められている。研究者の養成に係る全ての事業について、制度や審

査方法の点検・見直しが絶えず行われており、評価できる。特に、日本学術振興会賞

は、若手研究者の研究意欲をかき立てる効果とともに、国民、特に中高生を対象にし

てその成果をやさしく紹介することは、学術研究に国費を投入することの大切さを知

ってもらうために優れた効果を持つ。 
「将来企業において活躍するような人材の育成をもっと積極的に推進すべき」との

平成１９年度評価の指摘に対し、特別研究員事業において、ＰＤの研究従事機関を民

間研究機関も対象にしたり、インターンシップへの参加を認めたことなど、社会を支

える若手研究者の育成にも対応している。アカデミックな人材だけでなく、将来企業

で活躍する若手研究者のサポートも行っている点は評価できる。抜本的な改善を目指

して、更なる具体的な制度改革を検討することを望む。 
若手研究者の海外渡航の支援については、研究者が国内にとどまりがちな傾向を改

善するための、大きな一助になるであろう。次世代の研究者を養成することは大変重

要であり、ＩＴＰは時機を的確に捉えた事業である。 
しかし、大学やそれ以前の教育が、国外に出ようとする気にはなれない学生を作り

出した可能性があり、まず何よりも先に、研究の面白さを学生が体験し、さらに海外

で研究したいという意欲につながるような仕組み作りが必要である。 
また、研究者の育成に関しては、振興会が様々なプログラムを通じて支援した若手

研究者の追跡調査を行い、それぞれのプログラムの効果について評価・点検を強める

ことも必要である。 
 

                         
（3）3日本の人口はアメリカの約 40％（約 5分の 2）、日本の GDP もアメリカの約 40％（約 5分の 2）と

なっている。それに対して振興会の予算額は、米国 NSF の約 30％（約 3分の 1）となっている。 

 アメリカ 日本 日本／アメリカ 

人口（平成 17年） 約 2億 9800 万人 約 1億 2800 万人 約 5分の 2（約 43％） 

GDP（平成 20年） 
約 14兆ドル 

（約 1,330 兆円） 
約 500 兆円 約 5分の 2（約 38％） 

平成 20年度 

科学技術関係 

予算額 

NSF 予算総額 

60億 6,500万ドル 

（約 5,762 億円） 

JSPS 予算総額 

1,581 億円 
約 3分の 1（約 27％） 

NSF 研究助成 

48億 2,100万ドル 

（約 4,580 億円） 

JSPS 科研費 

1,278 億円 
約 3分の 1（約 28％） 

※1ドル＝約 95円（平成 21年 6月 22日現在） 

※NSF の予算額は、日本学術振興会海外研究連絡センターの調査による。 

（総務省http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/kihon1/00/01.htm） 

（IMF http://www.imf.org/external/data.htm） 

（日経http://rank.nikkei.co.jp/keiki/gdp.cfm） 
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７．人材育成の強化 

振興会事業による人材育成への効果と貢献は極めて高く評価できる。しかしながら、

従来の考え方は、いささかアカデミック人材の育成強化に偏り過ぎのように見える。

我が国の科学技術・学術における国際競争力強化を実現するためには、世界トップ人

材の若手研究者の育成も重要であるが、産業、行政、マスコミなど社会全体の科学技

術・学術のレベルアップに貢献できる博士の学位を有する幅広い若手人材の育成が重

要である。 
一例を挙げると、博士の学位を取得した直後の優秀な若手研究者を厳選し、一年間

世界中の最高レベルの研究室を自由に訪問・滞在するためのファンドをつける。その

ファンドを基にして、自由に研究・調査し、世界の研究動向と情勢を学ぶと共に世界

第一級の研究者と交流して帰ってくる。これこそが最も高度で確実な、世界に通用す

るトップレベル人材の育成法だと考えられる。 
また、博士課程の大学院生にシステマチックに異分野交流の機会を与え、研究者と

しての視野を広げると共に、新しい分野へチャレンジするマインドを植え付けること

も効果的であると考えられる。例えば、ポスドクを含む若手研究者の異分野挑戦を奨

励する制度を構築・強化されることを期待したい。異分野での挑戦経験ある研究者に

よる発想は、イノベーションの引き金となった例も多い。このようなポスドク人材は

コミュニケーション能力や柔軟性が培われているため、企業としても採用しやすく、

ポスドクの産業人材化対策の一助となるものと考える。 
 
８．学術に関する国際交流 

国別の共同研究制度、海外派遣制度など、学術の国際交流事業がめざましく進めら

れている。厳正な審査の結果、国際共同研究等が選定され、国際交流の目的を果たし

ている。 
しかしながら、国際交流の事業が多岐にわたりすぎており、事業全体の現状が分か

りにくくなっている。目的別に分類し、事業・政策の重点の推移が一見してわかるよ

うに整理し直した方が良いように思われる。 
また、特定分野の研究者の交流については、ほかの予算費目により実現可能となっ

ている場合が少なくない。従って、研究者交流事業を若手研究者の育成に重点化して

いくことも必要ではないかと思われる。 
振興会は、学術の国際交流に関して、重要な役割を担うようになった。しかし、ヨ

ーロッパのエラスムスプログラムやボローニャ計画と比べると、あまりにも小規模で

ある。今後は、諸外国の動向を踏まえた上で、戦略的発想をもってその方針を打ち出

すことが必要である。 
 
９．産学協力 

産学協力は、戦前から活動している非常に歴史ある事業であり、社会への還元のた

めに重要な事業である。漠然とした概念の段階から手を付け始め、実現させている。

「種」を掘り起こしていると言える。今後の課題としては、成果の自己検証があげら

れる。例えば、昭和８年（1933 年）からの産学協力研究委員会の活動の成果の検証が、

学術研究の推進が時代の要請に叶ったイノベーションに大きく貢献していることを知

らしめる一例になるかと思われる。この検証により、今後の学術研究の必要性や重要

性などの社会的理解につながることが期待できる。産学協力の成果物を冊子にし、公

開できると良い。 
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１０．広報と情報発信の強化及び成果の普及・公開 

ホームページでの情報公開は「受け身」の情報提供で、それだけでは不十分となっ

てしまう。その意味で、新たにメールマガジンを配信したことは評価したい。科研費

の申請数約１０万件に比べると、登録者の数 5,000 人はまだ少ない。さまざまな媒体

を活用して、配信先の増大や英文化の取り組みを期待したい。 

また、平成２１年１月から、これまで「学術月報」に掲載していたような内容を「私

と科研費」としてホームページに掲載し始めたことは、新しい広報の形として、また

広報費の節約となっていることから、この決断を高く評価したい。また、「私と科研費」

と併せて、科研費の成果も短いニュースマガジンとして定期的に発信できると良い。 

平成２０年度はノーベル賞を日本出身の４人の研究者が受賞し、日本の基礎科学が

世界で極めて高い評価を得た年であった。４人とも日本の大学で教育を受け、日本或

いは米国で独創的な研究を自由に展開できたことが、その背景に存在する。今回のノ

ーベル賞受賞をきっかけに、自由闊達に研究できる環境から展開される学術研究の大

切さを国民に知ってもらう最大のチャンスとして、振興会の存在をアピールしたら良

い。科学研究費の重要性とその成果、例えば、これまでのノーベル賞受賞者の業績や

研究者としての姿を紹介する DVD を作成するなどが考えられる。国内外に発信する

ための好機であり、科研費を受けて活躍する研究者個人がみえるよう、絶えざる広報

活動を進める必要がある。 

 
【まとめ】 

 平成２０年度事業実績を検証した結果、平成２０年度計画を十分達成したものと評

価する。振興会は限られた予算の中で学術研究等の助成を効率的に実施しており、全

般的な業務運営に関しても高い評価を与えたい。 
以下に、我が国の学術の振興に向けた一層の努力と期待を込めてコメントを記す。 
知的創造活動としての基礎研究は、知的資産の構築によって国家・社会の発展を目

指している我が国の重要政策の一つである。外から見れば、花や果実、つまりは応用

研究の成果に視線が集まりやすいが、「０から１」を生み出す新しい種を蒔き、根や幹

をしっかり育てていかなければ、何も生まれないことは自明である。 
 平成２０年度開始の第二期中期目標期間においても、日本学術振興会の責務が、文

部科学省と一体となった、我が国における学術研究の振興や大学改革等の支援にある

ことに変わりはない。加えて、今日の世界同時不況という情勢から、振興会が全面的

に支援する基礎研究や研究者育成等に対しては、産業活性化への更なる貢献が求めら

れている。 
こうした中で、振興会は、大学等の学術研究のポテンシャルを飛躍的に向上させる

役割も担っている。国の財政が逼迫している状況下において、科学技術に対しては例

外的な予算措置がなされているとの見方もあるが、先進諸国と比較すると十分な投資

がされているとは言い難く、学術研究等に関する予算の増大を継続的に政府に働きか

けることが、研究者や大学等から強く期待されている。それと同時に、限りある予算

を一層効果的・効率的に使うことも強く求められている。 
また、それぞれの事業が研究者や大学等の組織の将来に大きく影響することから、

審査等の公正性・透明性の絶え間ない向上が求められている。 
学術研究の発展性には無限の可能性があり、我が国の持続的な発展を支える基礎研

発展に向けたより一層の努力を期待したい。 
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＜特記事項シート記載事項＞

評価シートの記載事項について

　評価シートは、独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）が、中
期目標、中期計画及び年度計画に基づき、平成20年度において実施した事業・業務
の実績について、以下の各項目を記載したものである。
　評価シートは、「特記事項シート」、「全体シート」とそれに付随する「個別
シート」から成る。
　特記事項シートでは、中期目標に掲げられた法人の果たすべき役割について、多
角的な評価を実施した。
　全体シートでは、付随する各個別シートでの記載内容を踏まえて、年度計画に定
められた大項目ごとに、事業全般にわたる総括としての意義・必要性、得られた成
果に関する評価、自己点検評価結果等を記載した。個別シートでは、年度計画に定
められた項目毎に業務実績、評価基準の達成度等を記載し、それらの個別シートを
取りまとめる形で全体シートを作成した。
　
　評価シートの各項目に記載した内容は、以下のとおりである。

自己点検評価

7

＜全体シート記載事項＞

1．中期計画

2．意義・必要性
　当該業務・事業を行う意義・必要性について記述したもの。

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価
　事業・業務を実施した結果として得られた具体的な成果に対して、付随する個別
シートの内容を踏まえた上で、定性的な評価を記載したもの。

5．決算額（支出額）
　決算額（支出額）をセグメント毎に記載したもの。

1．自己点検評価
　法人が果たすべき役割についての評価を記載したもの。

2．評定（自己点検、外部評価）

　評定については客観的な基準を設けず、平成20年度の事業、業務が学術振興のた
めにどのような役割を果たしたのかを評価し、記述したもの。なお、評価基準につ
いては、下記6を準用する。

7
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Ｓ：特に優れた実績を上げている。

Ａ：中期計画通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調、

　　または、中期目標を上回るペースで実績を上げている。

　　（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が100％以上）

Ｂ：中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、

　　中期目標を達成し得ると判断される。

　　（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が70％以上100％未満）

Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要で

　　ある。

　　（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が70％未満）

7．自己点検結果の推移

　上述の「6．自己点検」で記載した自己点検評価結果を記載したもの。

中期計 進捗状

6．自己点検評価

　平成20年度事業に係る当該事業・業務に対する自己点検評価の結果を包括的に記
述するもの。後述する個別シートの記載内容を踏まえ、総合的な評価を記載したも
の。なお、評価基準は以下のとおり。

8

＜個別シート記載事項＞

（1）年度計画

（2）業務実績
　事業・業務の当該年度の実施状況について、その概要を簡潔に記載したもの。

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価
　各事業・業務の内容やその特質によって評価を実施するのにふさわしい「評価の
観点」を記述し、達成度を検証・評価したもの。なお、評価基準については、上記
6と同様である。

（4）指摘事項に対する見直し状況
　当該事業・業務が国の政策、政府の諮問機関からの指摘を受けている場合、見直
し状況、改善の達成度を評価・検証し、記述したもの。

（5）評価資料
　自己点検及び外部評価のために提出された資料。

8．中期計画の進捗状況

　上記「1．中期計画」で記載した中期計画に対しての平成20年度末時点での事
業・業務の進捗状況を記載したもの。

9．外部評価

　外部評価委員による評価結果を記入したもの。評価基準については、上記6と同
様である。
　なお、各全体シート中の外部評価については、p.12～15に一覧としてとりまとめ
ている。

8
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特記事項シート

１　学術の特性に配慮した制度運営

日本学術振興会が果たすべき役割の評価

【自己点検評価】
　独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」と言う。)は、学術の振興を図る
ことを目的とした資金配分機関として、研究者の活動を安定的かつ継続的に支
援していくことが求められている。これらの役割を果たすためには、萌芽段階から
多様な研究や時流に流されない普遍的な「知」の探究を長期的な視点の下で推
進していくことが必要であり、研究分野ごとに異なる学術研究の特性に応じた支
援方法やその手法を踏まえて、研究者の意見を的確に事業に反映していくこと
が必要である。
　そのため、学術顧問会議、学術システム研究センターを第1期中期目標期間に
引き続き整備することにより、ノーベル賞受賞者や著名な研究者、大学等の研究
現場において第一線で活躍する研究者の生の声を汲み取り、その意見を業務
の改善や見直しに反映できる体制を構築しているところである。
　平成20年度においては、学術システム研究センター研究員が事業の開始段階
から参画できる体制を整えており、科学研究費事業において、例えば、研究種
目の特性に対応した適切な審査基準を設定するなど、その機能を活用した制度
運営を行った。
　このほか、学術顧問会議において、新規事業の検討や事業の実施手法などの
審議を実施するとともに、その意見を的確に反映できる制度運営を行った。

これらの体制を整備することにより 我が国の持続的な発展を支える学術研究

自己点検
評定

Ｓ

外部評価
評定

Ｓ

9

２　学術研究の推進（我が国の発展を担う幅広い学問分野の振興）

自己点検
評定

　これらの体制を整備することにより、我が国の持続的な発展を支える学術研究
の振興のために不可欠な、科学研究費、特別研究員、学術の国際交流などの
諸事業に研究者の意見を取り入れ、学術研究の特性に配慮した事業が効果的
に実施できている。

【自己点検評価】
　学術研究を振興するためには、学問分野の多様性を確保しつつ、独創的な研
究活動を支援することにより、研究活動の裾野の拡大を図り、重厚な知的蓄積を
形成することを目指すことが重要である。科学研究費補助金は、こうした考え方
を基本として、人文・社会科学から自然科学までのあらゆる学問分野における研
究者の自由な発想に基づく研究課題の申請を受け付け、優れた研究成果が期
待でき、知的資産の形成に資する独創的な研究課題を選考し、その支援を行っ
ている。
　平成20年度においては、学術システム研究センターの機能を活用し、研究種
目の特性に応じた適切な審査基準の設定、公正で透明性の高い審査委員選考
システムや審査・評価システムを構築した上で、審査業務等を実施するとともに、
研究活動に支障を来すことがないよう、交付業務を迅速かつ的確に行った。
　なお、新規採択課題の交付内定を4月1日付けで発出したことは、他の競争的
資金の審査・配分業務の模範となるべきものであり、特筆すべき成果といえる。
　今後は、交付申請手続きの電子化を進めるなど、更に研究者や研究機関の負
担軽減に努め、学術研究の推進に向けた取り組みを進めていく。
　また、人類が直面している様々な問題の解明と対応に向け、人文・社会科学を
中心とした研究者が協働する学際的・学融合的なプロジェクト研究を推進し、そ
の研究成果をシンポジウムや、プロジェクト研究ごとに刊行した書籍などを通じて
社会発信した。

Ｓ

外部評価
評定

Ｓ

Ｓ
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特記事項シート

３　若手研究者の養成

【自己点検評価】
　学術研究を振興するためには、研究能力の高まる時期にある若手研究者を支
援し、優れた研究者を養成・確保していくことが重要である。若手研究者の養成
の重要性については、我が国が持続的に発展していくためにも、学術研究の発
展を担う創造性豊かで国際的視野に富んだ若手の研究者を育成することが必
要である。
　また、新しい時代に対応し、男女共同参画社会を推進させるためにも、女性研
究者を含む多種多様な研究人材を確保することが必要となっている。
　そのため、個人支援型の特別研究員（ＤＣ）、特別研究員（ＲＰＤ）、海外特別研
究員事業を推進するほか、機関支援型の若手研究者インターナショナル・トレー
ニング・プログラム（ＩＴＰ）などの多様な取り組みを行っている。
　平成20年度においては、特別研究員、海外特別研究員合わせて、2500名を超
える若手研究者を新規に採用するとともに、ＩＴＰにおいても、10機関を新たに採
択することによって、潜在能力のある将来が期待できる研究者に対し、その支援
を行ったところである。また、優れた研究を進めている若手研究者を見い出し、
早い段階に顕彰することによって研究意欲を向上させることを目的とし、人文・社
会科学から自然科学の全分野を対象とした、これまでに類を見ない「日本学術
振興会賞」の実施により、優れた研究者の養成・確保に寄与した。
　さらには、特別研究員（ＲＰＤ）の実施及び特別研究員事業等における出産・育
児による研究中断・延長の取扱いにより、男女共同参画社会の推進にも寄与し
ている。

自己点検
評定

Ｓ

外部評価
評定

Ｓ
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【自己点検評価】
　我が国が国際社会における役割を果たすとともに学術研究を一層発展させる
ためには、先端的研究分野の共同研究や研究者の国際的な交流などの学術の
国際交流を一層推進することによって、研究者ネットワークを構築し、世界的な
諸問題の解決に向け、国家を越えて取り組んでいくことが必要である。特に、共
同研究等による研究人材の交流は、大学等の研究機関の国際化に貢献するだ
けでなく、我が国の若手研究者や大学院生に対する大きな刺激となっている。
　そのため、若手研究者からノーベル賞級の著名な外国人の研究者を対象とし
た複数の招へいプログラムを実施するとともに、共同研究への参画、国際シンポ
ジウムへの参加が可能となる学術国際交流の事業を総合的に実施している。
　平成20年度においては、海外の学術振興機関との緊密な協力関係を土台に、
最先端の学術動向を踏まえ、新規の協定締結、協定・覚書改正等を行うことによ
り、研究者コミュニティが実施する学術国際交流の支援を適切かつ柔軟に実施
した。当事業は研究者からも高い満足を得ている。さらには、アジア・アフリカ諸
国との事業を実施し、同地域の研究人材の育成に貢献するとともに、我が国の
大学の国際展開を支援するため、海外研究連絡センターの機能を活用するな
ど、我が国の国際競争力の強化に向けた取り組みを積極的に行った。
　今後とも、学術振興機関との協力関係を維持・発展させ、我が国の国際競争力
の強化に向けた学術の国際交流を促進していく。

て る。
　今後とも、第3期科学技術基本計画の実現に向けて、若手研究者の養成を重
点的に実施し、その役割を果たしていく。

４　学術の国際交流を通じた国際競争力の強化

自己点検
評定

外部評価
評定

Ａ

Ａ
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特記事項シート

５　審査・評価機能の活用

Ｓ

外部評価
評定

Ｓ

【自己点検評価】
　国(文部科学省)が実施する助成事業は、学術研究の振興に資する取り組みや
大学改革のプログラム等、幅広く実施されている。
　これらの助成事業は、第三者機関が公平・公正に審査・評価業務を実施するこ
と及び、各プログラムの趣旨・目的に則した適切な取組を選定することが不可欠
である。
　振興会には、平成11年度から科学研究費補助金の一部の審査業務が移管さ
れ、公正・公平で透明性の高い審査・評価業務を実施してきており、永年にわた
る実績とそのノウハウが蓄積されている。また、学術システム研究センターの機能
の活用や、研究者コミュニティとの信頼関係に基づく強靱な審査体制を構築して
きており、高い信頼性を確保している。
　こうした状況から、平成20年度は、「質の高い大学教育推進プログラム」、「世界
を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」、「近未来の課題解決を目指し
た実証的社会科学研究推進事業」の審査・評価業務等を新たに実施した。
　公募・審査においては、各事業の目的を達成することができるよう適切な審査
要項を定めるとともに、きめ細やかな情報開示を行うなど、公平・公正に実施した
ところである。
　今後も、振興会に蓄積されたノウハウを活用しつつ、適切な審査・評価を行い、
学術研究の振興に貢献していく。

自己点検
評定

1111
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外部評価 評定

第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

１　総合的事項　１）　学術の特性に配慮した制度運営　

１　総合的事項　２）　業務運営に関する事項　

（３）学術顧問会議

（５）自己点検及び外
部評価の実施

平成２０年度事業に係る外部評価結果一覧

項目（年度計画）

Ｓ

（２）評議員会

（４）学術システム研
究センター

　研究の課題設定、推進、研究成果の結実、自らが属する研究分野への貢献の検
証（position paper)などは研究者自身による構想や展望が肝要であり、そのことの重
要性を十分認識する幅広い世代にわたるメンバーからの意見聴取は日本学術振興
会の事業推進にとってきわめて有益であり、そのことをシステムとして運営できる体制
が確立していることを評価したい。

（１）学術の特性に配
慮した制度運営

　情報システムの整備に関しては、科研費の応募手続きの完全電子化のためのイン
フラ整備がなされ、十分なセキュリティ対策が講じられたことは評価できる。今後はこ
のインフラを活用して、より多様化すると思われる研究者側からの要望に対して、より
細やかにまた的確に対処することを望む。

また 電子化された応募情報は研究動向の基礎デ タとして活用可能であり キ

（６）情報システムの
整備

２　学術研究の助成

（８）内部統制の充実

　また、電子化された応募情報は研究動向の基礎データとして活用可能であり、キー
ワード等による研究動向のあり方などの統計結果の公表にも利用できると思われる。
公表に向けた今後の取組みに期待する。
　研究費の不正使用はわが国のアカデミア全体に計り知れない弊害をもたらすことと
して、一層の広報活動を望みたい。現在でもきわめて効率的な業務運営が行われて
いるが、その努力を今後とも継続されることを望む。

Ａ
（７）研究費の不正使
用及び不正行為の防
止

（２）助成業務の円滑
な実施

（３）研究成果の適切
な把握及び社会還
元・普及

（４）助成の在り方に
関する検討

　中期計画の数値目標はすべて達成されている。特筆すべき点として、①応募手続
きの完全電子化、②新規研究課題の交付内定通知の迅速化（4月1日付けの実現）、
③外国人研究者への便宜として公募資料等の英語版化の実現、④国立情報学研究
所データベースによる研究成果概要の公開などが挙げられる。
　また、学術システム研究センターの機能の活用により審査委員の選考がシステマ
ティックに行われるようになった点が高く評価できる。そのほか、電子システムの効率
的活用は申請数の増加に対応するために必須であり、これによって関係者の負担を
軽減したことを評価する。
　これらは、運営の効率化、公正化、透明性の確保に繋がり、加えて研究成果の普
及や国民への見える化、説明責任の確保にも繋がる。さらには、平成19年度の新規
案件での不正件数ゼロの実現も地道な周知活動の成果といえる。結果的に意図せ
ず引き起こされるような不正も発生していないことを評価したい。

Ｓ

（１）審査・評価の充
実
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３　研究者の養成

（１）全般的な取組み

（７）日本学術振興会
賞

　学術研究の発展のためには、次代を担う創造性に富む多様な若手研究者を持続
的に育成することが常に求められている。研究者の養成に係る全ての事業について
は、特別研究員等企画委員会等を中心に、制度や審査方法の点検・見直しが絶え
ず行われ、審査情報の更なる開示や申請書の改善が着実に進められている。主な
研究者養成事業である、特別研究員事業や海外特別研究員事業については、両事
業あわせて、平成20年度実績では11,000人以上の申請受付、2,700人以上の内定
者選考、2,500人以上の新規採用に係る事務、これに加えて5,400人余りの特別研究
員等に対する研究奨励金、滞在費等の支給事務が、少人数の職員によって円滑に
実施されている。また特別研究員等審査会については、委員47名、専門委員約
1,800名という多数の審査委員の参画を得て、審査の公平性が極めて高く保たれて
いる。また女性委員の登用も積極的に図られている。さらに、審査方針や選考方法
等が募集要項、ホームページなどで公開され、透明性の確保も図られている。特別
研究員ＰＤの研究従事機関については、民間研究機関も対象にしている上、イン
ターンシップへの参加を認めるなど、アカデミックな人材だけでなく、将来企業で活躍
する人材のサポートも行っている点を評価したい。
　そのほか、平成２０年度から新たに実施している、若手研究者の海外での修練プロ
グラムを機関毎に募集したインターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）は、時
機を得た取り組みである。ここでの若手として、女性や外国人を含めてもよいが、育
成のためのシステムが女性と外国人では異なってくるために、女性、外国人を育成対
象とするプログラムがあってよい。その意味で、RPDは出産や育児で研究を中断した
博士号所持者が性別を問わず研究に復帰するための画期的なプログラムであり、そ
れを知った女子中高生が、研究者の道を目指すことを激励することにつながることか
ら、１０～２０年後への効果は計り知れず、画期的な事業となっている。
　「日本学術振興会賞」の実施により創造性に富む真の研究とは何かを示し、若手研
究者に研究意欲をかき立てる効果をもつ。「日本学術振興会賞」を、国民、特に中高
生を対象にして、やさしく紹介することは学術研究に国費を投入することの大切さを
国民に知ってもらうために優れた効果をもつであろう。

以上 全ての事業が中期計画に則って 公正性・透明性を確保しつつ 迅速かつ

Ｓ

（４）特別研究員事業

（５）海外特別研究員
事業

（２）選考審査の適切
な実施

（３）事業の評価と改
善

（６）若手研究者イン
ターナショナル・ト
レーニング・プログラ
ム

（８）若手研究者の自

４　学術に関する国際交流の促進

　以上、全ての事業が中期計画に則って、公正性・透明性を確保しつつ、迅速かつ
効率的に実施されており、事業の目的が期待以上に達成されている。

（１）諸外国の学術振
興機関との協力によ
る国際的な共同研究
等の促進

（５）研究者の招致

（６）大学等における
研究環境の国際化支
援

（７）事業の評価と改
善

（３）若手研究者育成
のためのセミナー

（４）アジア・アフリカ
諸国との交流

（２）研究教育拠点の
形成支援

　国別の共同研究制度、海外派遣制度など、めざましく進められている。厳正な審査
の結果、国際共同研究等が選定され、国際交流の目的を果たしている。諸外国の学
術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進については、学術ネットワー
クの強化を進めると共に、その効果を確認する努力を行っており、事業の効率的・効
果的な推進と審査の公正性・透明性の確保を実現していると評価できる。
　研究教育拠点の形成支援については、先端研究拠点形成及び若手研究人材育
成の両面に於いて着々と実績を積み重ねている。特に日独共同大学院プログラムは
興味深い目論見であり、将来の発展が期待できる。若手研究者育成のためのセミ
ナーについては、二つの事業それぞれに於いて実績を上げつつある。わが国にとっ
て人材育成の重要性は論を待たないが、特に国際交流を通した人材育成は今後の
最重要課題であると考えられる。
　アジア・アフリカ諸国との交流については、将来の大きな発展を目指した戦略的発
想に基づいた複数の事業を組み合わせて行っており、今後の発展が期待できる。
ノーベル賞受賞者を招いてシンポジウムなどを行うことは、多くの国民の理解を得る
には絶好の機会であり、平成２０年度は日本に係わる４名のノーベル賞受賞者を出し
ていることから、大きなチャンスを得た。
　研究者の招致事業は従来大きな成果を挙げてきたが、今後は若手研究者の育成
に重点をおいたプログラムに適切に移行する方向で努力が認められる。
　大学等における研究環境の国際化支援については、事業を適切に継続している。
　海外研究連絡センターと現地の機関との共同でのフォーラム開催などが活発にな
されている。海外の学術動向の調査・情報収集に関して、海外研究連絡センターの
一層の努力により、最先端研究の動向や研究者の動向も収集して国内に迅速に流
すシステム作りを期待したい。大型競争的資金が、他方で国際交流を易しくしている
現状では、学術振興会の国際交流のあり方について、新しい試み、例えば、優れた
研究を行った融合分野や、新分野の若手にウエイトを置くなどを、提案することなども
望みたい。
　国際交流事業全般に関する見直しを現時点で行うことは適切な判断であると評価
できる。
　何事も時間が経つにつれて、関係者や経験者だけの狭い範囲でしか機能しなくな
るなど、 制度として不本意な方向に進んでしまうことがある。したがって、適切にスク
ラップ＆ビルドすることが重要である。

Ａ

（８）若手研究者の自
立的研究環境整備促
進プログラム
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５　学術の応用に関する研究の実施

６　学術の社会的連携・協力の推進

７　国の助成事業に関する審査・評価の実施

Ａ

　「産学協力研究委員会」、「研究開発専門委員会」活動を通して将来のイノベーショ
ンの種が掘り起こされる可能性もあり、学術研究の成果を社会還元する上で重要な
取り組みである。運営面で、学会と産業界の連携、協力、人的交流を通して、双方の
研究動向やニーズを踏まえ、委員会活動の開始、終了が適切に実施されている。ま
た平成21年度時点で61の産学協力研究委員会が運営されており活発な活動と言え
る。
　これまでの事業の成果をまとめ、成果物として発信できるとよい。

Ａ

　研究成果としてのシリーズ本やニューズレターの刊行、公開シンポジウム等の実施
を通して、適切に業務が実施されている。
　グローバル化、情報化が進む現代社会において、学術の進展、その応用はこれま
で以上に人類の将来を左右する要因となる可能性が高い。しかし、デカルト以来の
要素還元論は、機械的世界像の実現においては公害や地球温暖化、原子論的世
界像においては核兵器、遺伝子論的世界像においては将来問題化するかもしれな
い遺伝子組み換えなどの問題を生んだことも否めない。つまり、要素還元論に対する
全体論、応用科学に対する認知科学、課題探求型に対するcuriosity driven型を正し
く位置づける試みをすべきで、その意味でも「人文・社会科学振興プロジェクト研究」
は大きな役割を担う構想であったが、構想の割には十分な成果を上げたとは言い難
いとの意見もある。人文・社会科学研究の振興は大変重要な取組みであり、他分野
の学問に応用されるような研究を推進できるよう、今後の新規事業に期待したい。

（１）２１世紀ＣＯＥプ（１）２１世紀ＣＯＥプ
ログラム

　２１世紀ＣＯＥプログラムおよびグローバルＣＯＥプログラムについて、前者は事後評
価を、後者は審査を適切な審査体制と審査手順により、効率性有効性ならびに公正
性・透明性を確保しつつ極めて的確に実施したと認められる。
　「魅力ある大学院教育」イニシアティブおよび大学院教育改革支援プログラムにつ
いて、前者は事後評価を、後者は審査を電子媒体を用いた電子審査システムを用い
て、効率良くしかも迅速かつ正確に実施した。審査にあたっては、審査要項・基準等
を事前に公開すると共に、審査委員の選定に当たって、地域性、国公私立大学のバ
ランスを考慮すると共に、説明会を通して審査の公正性を確保する等、適切かつ的
確な運営を実現していると認められる。
　質の高い大学教育推進プログラムについてもその審査に際して、大学、短期大学、
高等専門学校に対し、それぞれの設置目的、属性等に配慮した審査方式を実現し
ている。
　世界トップレベル研究拠点プログラムについては、実施中の事業のフォローアップ
を適切に行っている。特に拠点毎に作業部会を設置し、外国人研究者を含めた委員
構成により真に世界トップレベルであることを前提に進捗状況を把握すべく作業を進
めている。
　政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進についても、二つの事業
の審査業務とプロジェクト管理について、適切に管理を行っている。
　以上のように、振興会は法的に決められたルールの範囲内ではベストを尽くしてい
ることが明らかであり、Ｓ評価が妥当である。
　また、これは振興会でコントロールできることではないかもしれないが、大学に対す
る競争的資金提供のプログラムが細切れで種類が多すぎる。大学側は運営費交付
金が年々減らされる状況下で競争的資金に応募して必要経費を確保することに躍起
とならざるを得ないが、毎年のように新しいプログラムが始まってそれに対応するのに
多大なエネルギーを使うことを余儀なくされている。このような状況は大学教育の改
善にはマイナスの効果を持っている。大学等の現実を十分に把握し、目先のことにと
らわれず、影響力のある制度となるよう見直すべきである。今後に期待したい。

（２）グローバルＣＯＥ
プログラム

（３）「魅力ある大学院
教育」イニシアティブ

（４）大学院教育改革
支援プログラム

（５）質の高い大学教
育推進プログラム

（６）世界トップレベル
研究拠点プログラム

（７）政策や社会の要
請に対応した人文・
社会科学研究の推進

Ｓ
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８　調査・研究の実施

９　広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用

（１）広報と情報発信
の強化

　我が国における学術研究の振興を目的とする日本学術振興会にとって、諸外国の
学術振興施策の状況、国内外の学術研究の動向、自らの業務運営に必要な事項等
を調査・研究することは、極めて重要である。
　主にその任を担っている学術システム研究センターは、研究員が所属する研究機
関との委託研究（平成２０年度実績：５３機関、１１０課題）により、国内外の振興方策
や研究動向に関する調査・分析を行い、その成果を振興会の事業内容の改善・充実
に役立てている。たとえば、前年度における科研費や特別研究員・外国人特別研究
員の審査結果を検証して、当該年度における審査員選考等を公正かつ適切に行っ
たこと、また、外国の研究機関に所属する研究者を特別推進研究の審査意見書作成
者に加えることに伴う評定基準・評価方法等の策定にあたって、事前にこれに関する
調査を行い、その成果を反映させたことなどを指摘できる。こうした取組は、中期計画
の達成に向けて、高く評価される。
　また、海外研究連絡センターは、諸外国の学術交流機関や大学に対する訪問調
査等により、海外学術情報の収集・分析に鋭意努めている。今後、海外学術情報の
重要性はますます増大することから、海外研究連絡センターはより質の高い情報を
迅速に収集できる体制へと整備を急ぐ必要がある。
　振興会の調査・研究成果の公表については、平成２０年８月創刊の学振メールマガ
ジンなどを更に活用して、一層促進する必要がある。

Ａ

　振興会の活動内容や調査研究の成果を、より広く内外の研究者、関係機関や国民
に理解してもらうことは極めて重要である。そうした認識の下、これまでのパンフレット
やニューズレター等の作成・配布に加え、平成20年8月にはメールマガジン（毎月発
信）を創刊するなどして、広報活動の更なる強化を図っている。また、平成２０年度の
ノーベル賞日本人同時受賞を広報活動のチャンスと捕らえ、数多くの取材に積極的
に協力するとともに、そのチャンネルを生かして継続的に振興会の知名度向上に努
めている。さらには、学術振興方策や学術研究動向に関する調査・研究の成果や、
各事業において支援対象者から提出された実績報告書等をホームページに掲載す
るなどして その普及に努めている こうした努力は 中期計画の達成に向けて 高く

Ａ

（２）成果の普及・活
用

１０　前各号に附帯する業務

第二　業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置

第七　その他主務省令で定める業務運営の効率化に関する事項

２　人事に関する計画
（１）職員の研修計画
（２）人事交流
（３）人事評定
（４）国の助成事業に
かかる人事配置
（５）職員の福利・厚
生

　国際生物学賞は、日本学士院にて天皇皇后両陛下の行幸啓を仰ぎ授賞式を挙行
できる点、国際的にも権威ある顕彰であり、学術研究の啓蒙宣伝にとり重要な役割を
果たしていると言える。
　各寄付金事業活動は学術振興への賛同者の輪を広げる上でも重要な取り組みで
ある。また、特定公益増進法人への寄付のメリットについても、企業、個人に対して広
く周知されることが望まれる。

６ 決算情報・セグメン
ト情報の公表

　研修等による職員の資質向上が図られ、人事交流によって人材が確保され、福利
厚生も充実しているので、効率的かつ適切な業務運営が行われている。

Ａ

（１）国際生物学賞に
かかる業務

　「業務運営の効率化」では削減目標を達成し、「職員の能力に応じた人員配置」で
はインセンティブを尊重しつつ客観的・公平に実施を図り、「情報インフラ整備」に
よって効率的な業務運営に寄与し、「外部委託の促進」で不足がちな職員のマンパ
ワーを補い、「随意契約の見直し」を徹底すると同時に、「監査の適正化」をさらに進
め、「決算情報・セグメント情報」の公開にも努めている。したがって、年度計画を十分
に達成したと評価できる。
　セグメント情報の公表は特に重要であり、一層の取組みに期待したい。

Ａ

２ 職員の能力に応じ
た人員配置

３ 情報インフラの整
備

５ 随意契約の見直し
及び監査の適正化

１ 業務運営の効率化

４ 外部委託の促進

Ａ

（２）学術関係国際会
議開催にかかる募金
事務
（３）個別寄附金及び
学術振興特別基金の
事業

るなどして、その普及に努めている。こうした努力は、中期計画の達成に向けて、高く
評価される。
　今後、振興会が有する様々な媒体を活用して、メールマガジンの発信先の増大や
その英文化、広報体制の強化等が図られることを期待する。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-1-1)）

掲載箇所 中期計画 １頁 年度計画 １頁 事業報告書 １７頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　１　総合的事項　１）学術の特性に配慮した制度運営

１　総合的事項
（１）学術研究を推進する研究者が 適な環境の中で研究に専念できるよう支援するため、研究の手法や規模、
必要とする資金など研究分野ごとに異なる特性に応じた支援方法、中長期的視点からの配慮、研究者の意見を取
り入れる制度運営等を勘案しつつ、事業を進める。
また、各事業の実施に当たっては、関連する事業を実施している機関との適切な連携・協力関係を構築する。そ
の際、我が国の学術研究の振興を図る観点から、大学等において実施される学術研究に密接に関わる事業の特性
に配慮しつつ、事業を行う。

（２）業務運営に関する重要事項を諮問するための評議員会については、各界・各層からの学識経験者で構成
し、定期的に開催する。事業実施に当たっては、評議員会での幅広く高い識見に基づく審議及び意見を参考とす
る。

（３）業務運営に関し専門的見地から幅広い助言を求める学術顧問会議については、学界を代表する有識者６名
以上で構成し、定期的に開催する。事業実施に当たっては、効果的に成果が上がるよう、高い識見を持つ研究者
の意見を的確に反映させる。

（４）学術システム研究センターに研究経験を有する第一線級の研究者を配置する。センターは、学術振興策や
学術動向に関する調査・研究、事業における審査・評価業務、業務全般に対する提案・助言等を行う。
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2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

　研究者が 適な環境の中で研究活動に専念できる機会が提供できるよう、評議員会、学術顧問会議、学術シス
テム研究センターの機能を活用し、研究者の意見を取り入れることによって、事業の効果が一層顕著になるよう
に制度運営を行った。
　これらの取組みは、振興会が内外の研究者コミュニティから信頼され、学術の振興を担う機関として効率的・
効果的に事業を実施するための 善の仕組みとなっている。

　学術研究の発展性については無限の可能性があることから、中長期的視点を踏まえ、学術研究の特性に配慮し
た継続的かつ着実な支援策を講じるとともに、研究者コミュニティの信頼と協力を得ながら、その意見を取り入
れる制度運営を実施することが必要である。

１　総合的事項
（１）学術の特性に配慮した制度運営（p.18）
（２）評議員会（p.19）
（３）学術顧問会議（p.20）
（４）学術システム研究センター（p.21）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-1-1)）

5．決算額（支出額）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

―
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ｓ

　研究者の自由な発想・研究意欲を源泉とし、新たな知的資産を創出することが期待される学
術研究を支援するためには、常に研究者の視点に立った制度運営が必要であり、評議員会、学
術顧問会議、学術システム研究センターの意見を適宜事業に反映させることを可能とした。
　今後は、学術研究を実施している大学等研究機関の現状等を的確に捉え、より一層効果的な
業務運営が実施できるよう、不断の見直しに努めていくことが必要である。

Ｓ
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8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

　研究の課題設定、推進、研究成果の結実、自らが属する研究分野への貢献の検証（position
paper)などは研究者自身による構想や展望が肝要であり、そのことの重要性を十分認識する幅
広い世代にわたるメンバーからの意見聴取は日本学術振興会の事業推進にとってきわめて有益
であり、そのことをシステムとして運営できる体制が確立していることを評価したい。

Ｓ

　学術の特性に配慮した広範な事業を実施するためには、１）評議員会、２）学術顧問会議、３）学術システム
研究センターの機能を有効に活用し、研究者コミュニティの意見を取り入れ、中長期的な視点に立った制度運営
を行うことが不可欠である。
　平成20年度においては、学術システム研究センター機能の活用を通じて、研究者の意見を直接、業務の改善に
繋げる体制を整えており、引き続き、学術研究の特性に配慮した業務運営を実施することによって、中期目標を
達成できるものと分析している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-1)-(1)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（１）学術の特性に配慮した制度運営

　各事業を推進するにあたり、研究の手法、規模、必要な資金、期間など研究分野等により異なる学術研究の特
性に配慮した制度運営を図る。
　また、各事業の実施する際には、関連する事業を実施している機関との適切な連携・協力を行う。その際、我
が国の学術研究の振興を図る観点から、大学等において実施される学術研究に密接に関わる事業の特性に配慮し
つつ、事業を実施する。

 学界、産業界、大学等の各界の有識者15名による評議員会を2回開催し、振興会の業務運営に関する重要事項に
ついて審議いただいた。
　また、学術研究に高い識見を有する研究者による学術顧問会議を4回開催し、振興会の各種業務について専門
的見地から幅広い助言をいただいた。
　さらに、学術システム研究センターは、研究員114名（所長1名、副所長3名、主任研究員17名、専門研究員93
名）の体制で、個々の研究員の高度な専門的知見を基盤としてセンターの総合力を結集し、幅広い見識に基づ
き、各事業について改善の提言・助言を行うとともに、各事業の審査・評価業務に参画した。
　なお、振興会の各種公募事業にあたっては、科研費審査委員約5,500名や特別研究員等審査委員約1,800名のピ
アレビューに基づいて、公平で公正な審査・評価業務を実施した。
　学術研究の助成、研究者の養成、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等の実施にあたって
は、研究者の視点に立った事業運営が必要であり、上記に記載した多様な手段により我が国を代表する有識者の
方々に、公募事業の審査や事業・業務の在り方を審議する会議に参画する体制を作り、研究者の意見を取り入れ

18

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ｓ

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

　

（5）評価資料

該当なし

該当なし

議 議
た制度運営を実施した。
　加えて、科学技術を担う機関が連携することによって一層の研究支援の効果が期待できることから、複数の研
究助成機関が支援を行っているiPS細胞研究に関して、振興会を含む研究助成機関が「iPS細胞研究支援連絡会」
を設けることにより（平成20年6月）、効果的に研究が推進できるよう連携・協力を行った。

評価の観点

学術支援体制の整備・充実

達成度

　学術研究を推進する研究者が、 適な研究環境の中で研究に
専念できるよう、評議員会、学術顧問会議、学術システム研究
センターの意見を適宜業務に反映できる体制とし、研究者の視
点に立った制度運営を行った。

該当なし

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-1)-(2)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（２）評議員会

　各界・各層の学識経験者で構成する評議員会を２回開催する。振興会の業務運営に関する重要事項について
は、幅広く高い識見に基づく審議及び意見を参考に事業を実施する。

　独立行政法人日本学術振興会法第13条の規定に基づき、理事長の諮問に応じ、振興会の業務運営に関する重要
事項を審議する評議員会を設置している。評議員は、学術界、産業界、大学等を代表する学識経験者15名から組
織され、文部科学大臣の認可を受けて理事長が任命している。
　平成20年度においては、平成20年9月30日に第9回評議員会を、平成21年3月24日に第10回評議員会を開催し、
平成21年度概算要求や中期計画の変更等を中心に審議していただき、今後の事業展開等、振興会の業務運営に関
する重要事項について、長期的な視点から幅広く、高い識見に基づく意見をいただくことができた。

評価の観点

意見が担当者 ベ ま 浸透

達成度

　評議員会には振興会役員、各部長の他、各課長も出席し、平
成21年度 概算要求や中期計画等 振興会 重要事項
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（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

・独立行政法人日本学術振興会第９回評議員会議事次第、及び第１０回評議員会議事次第
・独立行政法人日本学術振興会評議員名簿（第３期）

該当なし

意見が担当者レベルまで浸透で
きる体制

評議員会の年2回開催

成21年度の概算要求や中期計画等、振興会の重要事項につい
て、評議員会において出された意見等を担当レベルも直接傍聴
できるようにした。

　平成20年度は、平成20年9月30日に第9回評議員会、平成21年
3月24日に第10回評議員会を開催（年2回）した。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-1)-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（３）学術顧問会議

　学術研究に対する特に高い識見を有する学識経験者７名により構成される学術顧問会議を開催し、振興会の運
営に関し、専門的な見地から幅広い助言を求める。

　学術顧問はノーベル賞受賞者、大学長経験者等、学術研究に関する特に高い識見を有する研究者6名から構成
されており、人文・社会科学から自然科学分野まで幅広く対応できるようにしている。平成20年度においては学
術顧問会議を4回実施し、平成21年度概算要求や主な事業について専門的見地から幅広く審議いただいた。

評価の観点 達成度

意見が担当者レベルまで浸透で
きる体制

　学術顧問会議に振興会役員の他、関係する部課長も出席し、
学術顧問から出された意見等を直接傍聴できるようにすること
で、研究者の養成、国際関係事業、科研費等の研究助成及び国
の助成事業に関する審査・評価業務等について、事業の適切な
実施に貢献した
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（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

　

（5）評価資料

該当なし

該当なし

・ 学術顧問名簿（第３期）
・ 独立行政法人日本学術振興会学術顧問に関する要項
・ 独立行政法人日本学術振興会学術顧問会議設置要項
・ 第24回学術顧問会議議事次第
・ 第25回学術顧問会議議事次第
・ 第26回学術顧問会議議事次第
・ 第27回学術顧問会議議事次第

実施に貢献した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-1)-(4)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（４）学術システム研究センター

　研究経験を有する第一線級の研究者を、任期付研究員として、センター所長１名、センター副所長３名、主任
研究員１７名及び専門研究員９３名の体制で、人文・社会科学から自然科学に至る全ての学問領域をカバーする
体制を維持する。また、重要でかつ継続的に審議が必要な課題に対し、ワーキンググループを設置し、機動的に
対応する。

　科学研究費補助金や特別研究員を始め振興会が審査・評価等を行うファンディング事業に対して、研究経験を
有する者が審査から評価まで幅広く参画する体制を整備するとともに学術振興及び学術動向に関する調査・研究
を実施した。
　平成20年度は、学術システム研究センター研究員114名（所長1名、副所長3名、主任研究員17名、専門研究員
93名）の体制で業務を実施した。主な内容としては、主任研究員会議を原則月2回、各専門調査班会議を原則月1
回開催し、「研究費の助成」、「若手研究者の養成」及び「学術の国際交流」の各事業について意見具申、助言
を行うとともに、各事業の審査・評価業務に参画した。また、重要でかつ継続的に審議が必要な課題である科学
研究費補助金事業及び特別研究員事業でワーキンググループを設置し、機動的に対応した。
　学術システム研究センターの活動について、研究者等の認知を高めるため、全国5地区おいてセンターの事業
説明会を開催したほか、主要な学会の年次総会等においても説明会を8回開催した。

評価の観点 達成度

　9領域、49研究分野に第一線の研究者を非常勤の任期付研究員と
して配置し、すべての学問領域をカバーするとともに、所長、副所長
と主任研究員からなる主任研究員会議および研究領域別の主任研
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（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（全
体）」
（イ）諸外国の学術振興方策や学術研究動向の調査・研究、情報発信機能を充実させるべく、
学術システム研究センターの体制・機能の強化に取り組むべきである。

　科研費及び特別研究員・外国人特別研究員等の審査員選考は、学術システム研究センターの
研究員が幅広い専門的見地を生かしつつ、前年度の審査結果を検証した上で実施しているが、
その際には今日までの調査・研究の蓄積が役立っている。
　平成２０年度は、世界トップレベル研究拠点プログラム（WPIプログラム）を担当するプログ
ラム・ディレクターとして副所長１名を新たに置くことにより、センターの体制・機能の強化
を図った。

総合科学技術会議「競争的研究資金制度改革について」（意見）
学術システム研究センター研究員名簿（平成20年4月1日現在）
（独）日本学術振興会学術システム研究センターの果たす役割及びセンター研究員の推薦に関する説明会の開催

センターの体制の充実

と主任研究員からなる主任研究員会議および研究領域別の主任研
究員と専門研究員からなる専門調査班会議を交互に開催する体制
により、専門性と総合性を有機的に結合させる効果的運営を行った。
　なお、平成21年度新規の研究員選考にあたっては、学術的な資質
面での評価を重視するだけでなく、公平性と適切性の観点から所属
機関と専門性の多様性の確保や女性研究員の登用等に配慮した。
　また、各研究分野毎に研究員名簿を整備し、ホームページで公開
を行った。

研究者ニーズの的確な把握を通
した業務改善への提案・助言

　第一線級の研究者を配置することにより学術研究の現場における
声を的確に把握し、それらが振興会事業運営に反映されるよう提案・
助言等を行った。このことにより、各分野の特性に十分配慮した審
査・評価業務を実施することが可能となった。

Ｓ

（独）日本学術振興会学術システム研究センタ の果たす役割及びセンタ 研究員の推薦に関する説明会の開催
について（通知）－科研費をはじめとする学振諸事業への本センターの取り組み－
平成２０年度科学研究費補助金第１段審査の手引き、平成２０年度科学研究費補助金第２段審査の手引き（利益
相反に関する箇所）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-1-2)）

掲載箇所 中期計画 １頁 年度計画 １頁 事業報告書 ２４頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　１　総合的事項　２）業務運営に関する事項

１　総合的事項
（５）自己点検については、事業実施に関係する研究者等の意見を参考に、毎年度事業ごとに実施し、事業の改
善・見直し等を行う。
　また、外部評価として、複数の学界や産業界などを代表する有識者に評価委員を依頼することにより体制を整
備し、毎年度、管理運営や各事業の実施状況等について、効率及び効果の両面から評価を行い、その結果をホー
ムページ等国民に判りやすい形で公表するとともに、その指摘を業務運営の改善等に的確に反映させる。

（６）研究者等に有用な制度改善や事業を適切に実施する上で必要となる情報システムの整備を促進する。
　①公募事業における電子化の推進
　公募事業の応募手続き及び審査業務については、「電子申請システム」を整備し、完全電子化に取り組む。完
全電子化にあたっては、府省共通研究開発管理システムとの連携を図りつつ、積極的に推進する。
　なお、両システムに共通する機能については、業務効率化の観点から十分な検証を行い、重複開発を行わない
ように調整を図る。ただし、応募書類の簡素化が困難である場合など、電子化による費用対効果が見込めない公
募事業については、電子システムの 適化に留意しつつ、柔軟に対応する。
　（ⅰ）科学研究費補助金事業
　科学研究費補助金事業については、応募手続き・審査業務の完全電子化に向けた取組を行う。なお、文部科学
省からの研究種目の移管や制度改善に伴い見直しが必要な場合には、随時開発を実施する。
　（ⅱ）特別研究員事業
　特別研究員事業については、申請書等の電子化に向けた取組を行う。なお、推薦書等の第三者による認証が必
要な調書については、なりすまし・改ざんの防止対策が不可欠であり、提出書類の信頼性を確保した上で、応募
手続き・審査業務の完全電子化に向けた取組を行う。

また 海外特別研究員事業の応募書類の電子化については 海外からの応募にも対応する必要があるため 提
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2．意義・必要性

　また、海外特別研究員事業の応募書類の電子化については、海外からの応募にも対応する必要があるため、提
出書類の信頼性が確保できるかを検討した上で、随時開発を行う。
　（ⅲ）学術の国際交流事業
　国際交流事業については、公募・審査業務の完全電子化に向けた取組を行う。
　なお、推薦書等の第三者による認証が必要な調書については、なりすまし・改ざんの防止対策が不可欠であ
り、提出書類の信頼性を確保した上で、完全電子化を行う。
　②情報共有化システムの整備
　業務に必要な情報の共有化を促進するとともに、業務用データの更新作業の円滑化を図る観点から、情報共有
ソフトを活用することによって情報システムの整備を行うこととする。
　③ホームページの充実
　振興会の業務内容に関する 新情報をホームページで迅速に提供する。掲載にあたっては閲覧者側からの視点
を重視し、見やすさ・わかりやすさの確保に努める。
また、ホームページ内の各記事に、閲覧者からのアンケート欄を設け、ニーズにあった記事内容を提供すること
ができる仕組みを確立する。
　④情報セキュリティの確保
　振興会のコンピュータ環境のセキュリティを確保し情報資産を守るため、情報セキュリティポリシーの遵守を
徹底するとともに、必要に応じて見直しを行う。

（７）助成・支援事業のマネジメントの一環として、不合理な重複及び過度の集中の排除並びに不正使用及び不
正受給の防止策を強化する。
　このため、政府等の方針を踏まえ、研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発
管理システムを活用するとともに、審査結果を他の競争的資金の配分機関に迅速に提供する。
また、研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担のもと、同省の定めるガ
イドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の
状況等を的確に把握し、必要に応じ、各事業毎に適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査
を徹底させる。
　また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策について助言、
注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進するとともに、振興会による監査を充実することによ
り不正の防止に努める。

（８）適切な業務運営を図るため、管理会計の活用、監事監査・外部監査の充実、わかりやすい情報開示等によ
る内部統制の充実を図る。

法人の業務運営に関する事項として 情報システムの整備 研究費の不正使用及び不正行為の防止 内部統制　法人の業務運営に関する事項として、情報システムの整備、研究費の不正使用及び不正行為の防止、内部統制
の充実については、法人業務共通の取組となっている。
　情報システムの整備については、効率的な業務運営の観点からも重要であり、科研費等の電子化を進める上で
不可欠なインフラ整備である。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-1-2)）

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額）
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

―
 （単位：千円）

6．自己点検評価
評定

　業務運営としての情報インフラの整備については、業務の効率化の観点、研究者・研究機関の利便の面からも
重要な取組となっており、セキュリティ対策と併せてインフラ整備を行ったところである。また、研究費の不正
防止対策については、研究費が国民の負託により賄われているとの認識にたち、抑止力としての効果が期待され
るのものとなっている。内部統制の充実については、コンプライアンスの徹底に向け、一層強化していくことが
不可欠である。これらの取組みは、法人共通の取組として充実を図ることが求められており、結果として業務の
質の向上に繋がった。
　また、自己点検・外部評価については、業務の現状や課題の把握、分析、改善方策を明らかにすることにな
り、迅速に業務改善を図ることが可能となった。

法人共通の業務として 情報システムの整備 研究費の不正防止対策 内部統制の充実に向

１　総合的事項
（５）自己点検及び外部評価の実施（p.24-25）
（６）情報システムの整備（p.26-28）
（７）研究費の不正使用及び不正行為の防止（p.29）
（８）内部統制の充実（p.30-31）

　また、研究費の不正使用等の防止対策、内部統制の充実については、その強化を図ることが求められている。
　自己点検・外部評価については、事業の見直し・改善を進める上で、重要な役割を担っている。
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評定

7．自己点検評価結果の推移
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価
評定

Ａ

　法人共通の業務として、情報システムの整備、研究費の不正防止対策、内部統制の充実に向
けた取組を実施した。
　特に、情報システムの整備について、科研費の応募手続きの完全電子化のためのインフラ整
備が十分なセキュリティ対策とともに整備できたことは評価できる。今後は、増加することが
予想される応募手続きを支障なく受け付けられるよう、機能の強化を図ることが必要である。
また、審査の完全電子化の取組を進めて行くことも必要である。
　自己点検・外部評価については、法人自らにチェック機能をもたせることになり、外部評価
委員会の指摘事項が、業務の改善に反映できたものと評価する。
　今後は、学術研究を実施している大学等研究機関の現状等を的確に捉え、より一層効果的な
業務運営が実施できるよう、不断の見直しに努めていくこととしたい。

Ａ

　業務運営に関する事項として、情報システムの整備を計画的に進捗させることにより、中期計画を達成できる
ものと分析する。また、研究費の不正行為等の防止については、ガイドライン等に基づき、その取組を強化する
こととしている。内部統制の充実については、管理会計の導入により、より一層の効果が期待でき、その取組を
強化することで、中期計画を十分に達成できる。
　自己点検・外部評価については、引き続き法人運営、事業の実施状況を効果、効率化の観点から評価を行うこ
とによって業務の改善が迅速かつ効果的に実施できるものとなっており、中期計画を達成できるものと思料す
る。

　情報システムの整備に関しては、科研費の応募手続きの完全電子化のためのインフラ整備が
なされ、十分なセキュリティ対策が講じられたことは評価できる。今後はこのインフラを活用
して、より多様化すると思われる研究者側からの要望に対して、より細やかにまた的確に対処
することを望む。
　また、電子化された応募情報は研究動向の基礎データとして活用可能であり、キーワード等
による研究動向のあり方などの統計結果の公表にも利用できると思われる。公表に向けた今後
の取組みに期待するの取組みに期待する。
　研究費の不正使用はわが国のアカデミア全体に計り知れない弊害をもたらすこととして、一
層の広報活動を望みたい。現在でもきわめて効率的な業務運営が行われているが、その努力を
今後とも継続されることを望む。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(5)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（５）自己点検及び外部評価の実施

①自己点検
　平成１９年度事業に係る自己点検及び第一期中期目標期間に係る自己点検については、「独立行政法人日本学
術振興会自己点検評価委員会規程」、「独立行政法人日本学術振興会平成２０年度自己点検評価実施要領」及び
「独立行政法人日本学術振興会平成１９年度事業及び第一期中期目標期間の評価手法について」に基づき、厳正
に評価を実施し、外部評価委員会に提出するとともにその結果を公表する。

②外部評価
　学界及び産業界を代表する有識者により構成される外部評価委員会において、「独立行政法人日本学術振興会
外部評価委員会規程」に基づき外部評価を実施する。
外部評価の結果は、業務の改善に役立てるとともに、ホームページ等において公表する。

①　自己点検評価
　平成19年度及び第1期中期目標期間における自己点検評価について、「独立行政法人日本学術振興会自己点検
評価委員会規程」、「独立行政法人日本学術振興会平成20年度自己点検評価実施要領」及び「独立行政法人日本
学術振興会平成19年度事業及び中期目標期間終了後の評価手法について」に基づき、必要な評価資料を作成する
とともに、作業部会を経て平成20年5月22日に自己点検評価委員会を開催し、自己点検評価報告書を取りまとめ
た。
　自己点検評価結果については、外部評価委員会に提出し、外部評価の基礎資料として活用されるとともに、文
部科学省独法評価委員会科学技術 学術分科会日本学術振興会部会（第18回 平成20年6月27日）に外部評価結
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

部科学省独法評価委員会科学技術・学術分科会日本学術振興会部会（第18回・平成20年6月27日）に外部評価結
果と共に参考資料として提出した。

②　外部評価
　平成19年度及び第1期中期目標期間における外部評価について、「独立行政法人日本学術振興会外部評価委員
会規程」及び「独立行政法人日本学術振興会外部評価実施要領」に基づき、第1回外部評価員会を平成20年5月30
日、第2回外部評価委員会を平成20年6月17日、及び第3回外部評価委員会を平成20年7月2日に実施し、外部評価
報告書を取りまとめた。また、この間に、外部評価委員に対し業務実績についての個別説明を実施した。
　上記の作業により、振興会の事業・業務の実施状況について、振興会に属さない外部評価委員からなる第三者
評価を行うことによって、公正で客観的な評価を実施した。評価結果については、振興会のホームページにて公
開するとともに、文部科学省独法評価委員会科学技術・学術分科会日本学術振興会部会の評価参考資料として提
出した。
　また、評価結果については、業務運営の改善等に反映させることとした。

評価の観点 達成度

自己点検評価の効果

 「独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会規程（平
成16年2月20日理事長裁定）」に基づき、「独立行政法人日本
学術振興会平成20年度自己点検評価実施要領」及び「独立行政
法人日本学術振興会平成19年度事業及び中期目標期間終了後の
評価手法について」を策定し、全職員が共通認識のもとに自己
点検評価を実施した。その結果、業務の現状、課題の把握、分
析、改善方策等が明らかになり、迅速に業務の改善を図ること
が可能となった。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(5)）

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項
該当なし

外部評価結果の反映

　外部評価を実施することによって、職員が、効率性、有効
性、透明性などを認識した上で業務に取り組む姿勢が顕著とな
り、特に、業務を効率的に実施する上で相応の効果をもたらし
た。
　また、外部評価結果を適宜、業務の改善に反映するととも
に、評価報告書を文部科学省独立行政法人評価委員会に報告す
ることによって、同委員会の評価の結果に反映された。
　なお、指摘事項の反映状況については、事業毎に記載してあ
る。

評価結果の公開

　

　自己点検・外部評価結果をホームページにて公開した。ま
た、評価手法、評価指針なども公開し、透明性も確保した。
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見直し状況

（5）評価資料

該当なし

自己点検評価・外部評価報告書(平成19年度事業、第1期中期目標期間）
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(6)）

（1）年度計画

（６）情報システムの整備

①公募事業における電子化の推進
　研究者へのサービス向上等を図るため、募集要項・応募様式等の書類は、原則としてすべての公募事業におい
てホームページから入手可能な状態とする。
　研究者からの申請書類を電子的に受け付けるシステムについては、本格運用を開始している公募事業を継続し
て実施するとともに、制度的・技術的課題を検討しながら他の事業への拡充を進める。
　なお、拡充に当たっては、文部科学省が開発・運用を行っている府省共通研究開発管理システムの連携活用を
模索し、柔軟な実現方法を検討する。
（ⅰ）科学研究費補助金事業
　府省共通研究開発管理システム(e-Rad)との連携の一環として、電子申請システムを利用するための電子証明
書を、e-Radで発行しているものが利用できるようにし、申請者の手続・管理を簡素化する。
　また、文部科学省からの研究種目の移管や制度改善に伴い見直しが必要な場合には、随時開発を実施する。
（ⅱ）特別研究員事業
　府省共通研究開発管理システム(e-Rad)との連携の一環として、電子申請システムを利用するための電子証明
書を、e-Radで発行しているものが利用できるようにし、申請者の手続・管理を簡素化する。
　また、推薦書等の第三者よる認証が必要な調書の電子化についての検討を行う。
（ⅲ）学術の国際交流事業
　府省共通研究開発管理システム(e-Rad)との連携の一環として、電子申請システムを利用するための電子証明
書を、e-Radで発行しているものが利用できるようにし、申請者の手続・管理を簡素化する。
　また、推薦書等の第三者よる認証が必要な調書の電子化についての検討を行う。
②情報共有化システムの整備
  振興会事業全般の情報共有として、グループウェアを用いた情報共有化を推進し、横断的なデータベースを構
築する。また、データベースの更新に当たっては、職員が負荷なく直接行えるよう容易かつ効率的な方法を模索
する。
③ホームページの充実

公募情報を中心として 振興会の業務内容に関する 新情報をホ ムペ ジで迅速に提供し 般国民や研究
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（2）業務実績

  公募情報を中心として、振興会の業務内容に関する 新情報をホームページで迅速に提供し、一般国民や研究
者のニーズに応える的確かつ見やすい情報提供に努める。
　また、ホームページの情報量増加に伴い、閲覧者が必要な情報にアクセスしづらくなりつつあるため、利用者
へのアクセシビリティを考慮した次世代のホームページの構築に向けた検討を行う。
④情報セキュリティの確保
　個人情報など機密情報を守るため、情報セキュリティポリシーの遵守を徹底する。
　また、職員等に対して情報セキュリティに関する意識を高めるために、セキュリティ講習を年1回実施する。

①　公募事業における電子化の推進
　研究者へのサービス向上等を図るため、募集要項・応募様式等の書類は、原則としてすべての公募事業におい
てホームページからダウンロードできるように便宜を図った。
　研究者からの申請書類を電子的に受け付ける電子申請システムについては、本格運用を開始している公募事業
を継続して実施するとともに、科学研究費補助金事業については、特別推進研究において外国人審査員から入力
が行えるようにシステム整備を行った。
　また、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)との連携の一環として、e-Radで発行している電子証明書を電子
申請システムにて利用できるようにし、また各事業（科学研究費補助金事業、特別研究員事業、学術の国際交流
事業）ごとに必要であった電子証明書を共通化したことにより、申請者の手続・管理を簡素化した。
　特別研究員事業及び学術の国際交流事業で課題となっている推薦書等の第三者による認証が必要な調書の電子
化について、書面による申請に代替できる容易な方法を模索しており、引き続き検討する。

②　情報共有化システムの整備
　振興会内では全職員が共有すべき情報を、全職員が閲覧できるよう手軽に公開できる手段が無く、内部ポータ
ルホームページに掲載依頼をして全職員で情報共有を計っていた。しかし、掲載依頼から公開まで手間及び時間
がかかり、非効率であった。これを解消するため、グループウェアを利用した掲示板及び内部ポータルページを
構築し、必要な情報が振興会全体ですぐに共有できるように改善を図った。また、ホームページ作成など紙によ
る業務管理を行っていた業務について、データベースを活用した進捗管理等に切り替え、いつ、どの部署から、
どのような案件が依頼されたか瞬時に把握できるような体制を整え、業務効率化を実現した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(6)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

③　ホームページの充実
　公募情報を中心として、振興会の事業内容に関する 新情報をホームページで迅速に提供し、平成20年度は約
575万人の訪問者及び約3,836万ページが閲覧され、振興会の事業内容を広く国民に周知するための重要な手段の
一つとなっている。
　しかし、ホームページの重要度が増し、訪問者数の増加が見込まれる中で、掲載している情報量が増えていく
につれ、閲覧者が必要な情報へアクセスしづらくなりつつある。そのため、平成20年度においては、利用者への
アクセシビリティを考慮したホームページの構築に向けた検討を行い、平成21年度に予定しているリニューアル
に向けた仕様書案の作成を行った。

④　情報セキュリティの確保
　情報セキュリティポリシーの遵守を徹底し、職員等に対して情報セキュリティに関する意識を高めるために、
職員等（のべ104人）を対象としてセキュリティ講習を開催した。
　これらの対策により、平成２０年度に情報漏洩などセキュリティ事案は発生していない。

電子システム整備に伴う（業務
の）効率化

　グループウェアを用い、掲示板や文書データベースを構築
し、振興会全体で情報共有化を図った。具体的には、ホーム
ページ作成など紙による業務管理を行っていた業務について、
データベースを活用した進捗管理等に切り替え、いつ、どの部
署から、どのような案件が依頼されたか瞬時に把握できるよう
な体制を整え、業務効率化を図った。

研究者からの申請書類を電子的に受け付ける電子申請システ

27

電子情報（ホームページ）の充
実

　公募情報を中心として、振興会の業務内容に関する 新情報
をホームページで迅速に提供し、約575万人の訪問者及び約
3,836万ページが閲覧された。
　また、ホームページの情報量増加に伴い、閲覧者が必要な情
報にアクセスしづらくなりつつあるため、利用者へのアクセシ
ビリティを考慮した次世代のホームページの構築に向けた検討
を行い、平成21年度に予定しているリニューアルに向けた仕様
書案の作成を行った。

セキュリティ対策

　情報セキュリティポリシーの遵守を徹底し、職員等に対して
情報セキュリティに関する意識を高めるために、職員等（104
人）を対象としてセキュリティ講習を開催した。
　これらの対策により、平成20年度に情報漏洩などセキュリ
ティ事案は発生しなかった。

Ａ

府省共通研究開発管理システム
との連携

　研究者からの申請書類を電子的に受け付ける電子申請システ
ムについて、文部科学省が運用・管理を行っている府省共通研
究開発管理システム(e-Rad)との連携を強化するため、電子申
請システムを利用するための電子証明書を、e-Radで発行して
いるものが利用できるようにし、申請者の手続・管理を簡素化
した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(6)）

（4）指摘事項に対する見直し状況

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　電子化の
活用」
引き続き電子化を進め、ユーザーの利便性及び業務の効率化を図るよう、より一層の充実を期
待する。

　情報セキュリティの確保については、引き続き外部監視、外部データセンタでの電子申請シ
ステムの運用を行っており、外部からの脅威に対処するとともに、職員へのセキュリティ研修
を行うことにより 各職員への情報セキュリティ意識の向上を徹底している

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　ホーム
ページの充実」
引き続き、情報提供量だけでなくホームページの構成等についても配慮しユーザーの立場に
立ったHP運営を行うことが必要である。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（項目別
－2）」
情報セキュリティの重要性が増してきており、２４時間外部監視や外部データセンターでの運
用、職員に対する情報セキュリティ講習会など、引き続き情報セキュリティの確保に努める必
要がある。

答申・提言等
による

指摘事項

　電子申請システムについては、科学研究費補助金事業の特別推進研究の外国人審査員対応な
ど、制度変更により発生した従来にない機能についても、新規に開発を行い柔軟に対応してい
る。

　ホームページについては、ユーザー主体のホームページの構築を行うために、次期ホーム
ページを構築するための仕様検討を行い、調達仕様を固めたところである。見直し状況

28

（5）評価資料

を行うことにより、各職員への情報セキュリティ意識の向上を徹底している。

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(7)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（７）研究費の不正使用及び不正行為の防止

　事業説明会実施時等において、研究費の不正使用及び不正行為の防止策についての助言、注意喚起等を行い、
国のガイドライン等に基づき、不正の防止に対する研究機関の取組の強化及び研究者の意識改革の促進などによ
り不正の防止に努める。

　「研究活動の不正行為への対応に関する規程」（平成18年規程第19号）及び「競争的資金等の不正使用等への
対応に関する規程」（平成20年規程第3号）を整備しており、振興会各種事業の募集の際には、その募集要項に
おいて、研究費の不正使用及び研究活動の不正行為があった場合は、厳しい措置で対応する旨を記載している。
また、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成19年2月15日文部科学
大臣決定）別紙にある『競争的資金等』の一覧に該当する事業については、標記ガイドラインに基づく研究費の
管理・監査体制の整備、及びその実施状況等についての報告書を文部科学省に提出することを応募要件としてい
る。
　また、科学研究費補助金等、事業説明会を行っている事業については、不正使用・不正行為を防止するため、
事業説明会等の場において、研究者及び研究機関の事務担当者に注意喚起、指導を行い、不正使用や不正行為に
対する認識を高めた。
　なお、平成18年8月の科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会報告「研究活動の不正行
為への対応のガイドラインについて」及び平成18年9月の文部科学省通知「研究費の不正な使用の対応につい
て」を踏まえ，振興会に競争的資金等に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使用の告発受付窓口を設置し
ている。

評価の観点 達成度
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評定

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

評価の観点 達成度

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
（イ）（略）引き続き研究費の不正使用等防止策の着実な実施や研究費の効率的使用のための
配分機関としての取組に努めるべきである。

　研究費の不正使用、研究活動の不正行為の防止のため、各種事業の公募段階から注意喚起を
行い、また事業説明会等においても注意喚起を行う等、引き続き、研究費の不正使用防止策の
着実な実施に取り組んでいる。

「研究活動 行為 対応に関する規程 （平成18年規程第19号）

不正防止対策の強化

　研究費の不正使用及び研究活動の不正行為があった場合は、
厳しい措置で対応すること、「研究機関における公的研究費の
管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく研究費の管
理・監査体制の整備及びその実施状況等についての報告書を文
部科学省に提出することを各種公募事業の募集段階で明記して
おり、各研究者及び研究機関に対して周知できるよう工夫して
いる。なお、研究費の不正使用及び研究活動の不正行為があっ
た場合は、ペナルティを課すこととしており、研究費の不正使
用及び研究活動の不正行為の防止に実効性を持たせている。

告発窓口の整備と利便性への配
慮

　競争的資金等に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使
用の告発受付窓口を設置していることを振興会のホームページ
上で案内しており、「研究活動の不正行為への対応に関する規
程」及び「競争的資金等の不正使用等への対応に関する規程」
に定める告発者が留意すべき事項について公開している。ま
た、告発は、電話、ファックス、手紙の他に、電子メールでも
受け付けており、様々な手段が利用できるよう配慮している。

Ａ

・「研究活動の不正行為への対応に関する規程」（平成18年規程第19号）
・「競争的資金等の不正使用等への対応に関する規程」（平成20年規程第3号）
・競争的資金等に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使用の告発受付窓口の設置について
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(8)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（８）内部統制の充実

　監事監査については、一般的な業務・会計監査のほか重点項目を設けることとし、外部監査については引き続
き監査法人による任意監査を行う。

　独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）における監事の在り方を含めた内部統制について
の指摘を踏まえ、管理会計の活用、監事監査・監査法人のサポートによる内部統制の充実、わかりやすい情報開
示等による内部統制の充実の検討に着手した。
　管理会計の活用の一環として、決算・セグメント情報の公表に向け、会計システムを利用して、事業毎に執行
管理を行った。
　コンプライアンス体制については、主計課監査係による日常的なチェックを実施した上で、監事監査を実施す
る体制を整えており、監事監査にあたっては、監査室が補佐することとしている。平成20年度は引き続き従来の
体制で、振興会の業務内容や財務内容をはじめ、入札・契約の内容「随意契約見直し計画」の実施状況、随意契
約から競争入札に移行したもののうち１者応札となっているものについて、更には、給与水準の状況、給与水準
の適正化に向けた取り組みについて監査を受けた。
　なお、正確性、合規性、公正性、透明性の向上のために監査法人によるチェックを引き続き実施したほか、
「契約締結に関する内部統制」について、規程やその体制についての確認を受けた。

30

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

Ａ

重点項目監査の実施

　平成20年度は、重点項目として「特別研究員の現状と在り方
について」を設定し、ヒアリング及び書面により監事監査を実
施した。また、監査法人による任意監査を前年度に引き続き実
施したことにより、正確性等が確保された。

監査法人による任意監査の実施 　監査法人に随意契約について20件程度抽出確認を受けた。

職員の正確性・合規性の向上

　国の会計法令等との相違点について、また、総務省行政管理
局からの要請事項について見直しをして会計規程・契約規則を
国の基準と合わせるために改正し、新たに仕様策定委員会等に
ついての取扱要領を定め、職員に周知した。また、監査法人に
よる独立行政法人会計基準についての研修を会計担当職員を対
象に行ったことで、正確性、合規性の向上を図った。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(8)）

（4）指摘事項に対する見直し状況

④監事監査等の在り方
カ　監事の在り方を含めた内部統制の在り方について、第三者の専門的知見も活用し、検討を
行う。

オ　各独立行政法人は、その業務・マネジメントに関し国民の意見募集を行い、業務運営に適
切に反映させる。

「整理合理化計画　Ⅲ－２－(1)内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備」
①業務遂行体制の在り方
イ　各独立行政法人は、民間企業における内部統制制度の導入を踏まえ、独立行政法人におけ
る役職員の職務執行の在り方をはじめとする内部統制について、会計監査人等の指導を得つ
つ、向上を図るものとし、講じた措置について積極的に公表する。
ウ　独立行政法人における監事の在り方を含めた内部統制の在り方について、第三者の専門的
知見も活用し、検討を行う。

エ　特定独立行政法人以外の独立行政法人は、特定独立行政法人に準じ、その職員の勤務時間
その他の勤務条件を公表するよう努める。

＜イ及びウについて＞
　内部統制については、監査法人や民間企業経験者から、検討材料を収集しているところであ
る。

答申・提言等
による

指摘事項

31

（5）評価資料

会計規程、契約規則、仕様策定委員会等についての取扱要領

＜エについて＞
　振興会のホームページにおいて職員の勤務時間等を公表している。

見直し状況
＜オについて＞
　平成19年度の独法評価時に、e-Govにおけるパブリックコメントにより業務・マネジメント等
に関する意見募集を実施しており、その意見については、担当部署において積極的に反映させ
ることとしている。

＜④カについて＞
　監査法人との契約に「契約締結に関する内部統制」という業務を追加し、会計関係の規程や
体制について確認を受けた。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-2）

掲載箇所 中期計画 ３頁 年度計画 ３頁 事業報告書 ２８頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　２　学術研究の助成

２　学術研究の助成
   学術研究に対する幅広い助成を行うことにより、独創的かつ多様な基礎的研究を推進し、人類の知的資産の
 拡充、将来の学問及び社会の発展に寄与する。その際、公正で透明性のある審査・評価を実施するとともに、
 研究者の研究活動が円滑に実施できるように業務を行う。また、研究成果の適切な把握に努め、社会への還
 元・普及活動を行う。

   科学研究費補助金事業は、文部科学省が定める事業実施における基本的考え方・役割分担に基づき、以下
 により、滞りなく確実に実施する。
  ・科学研究費補助金事業の配分審査、研究評価等を行うために、学術研究に対する高い識見を有する者
    で構成する科学研究費委員会を置く。
  ・科学研究費補助金の交付等の手続きに関する業務は、文部科学省が定めた規程、通知に従って行う。
  ・科学研究費委員会において、科学研究費補助金事業の毎年度の審査方針等を、文部科学省科学技術・
　　学術審議会が示す審査の基本的考え方を踏まえて決定する。

（１）審査・評価の充実
    学術システム研究センターの機能を有効に活用し、研究者ニーズ及び諸外国の状況等を踏まえて、公正
  な審査委員の選考、透明性の高い審査・評価システムの構築を行う。
 ① 審査業務

科学研究費委員会は年３回程度開催するとともに 配分審査のための小委員会を必要に応じて開催する
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（２）助成業務の円滑な実施
 ①　募集業務（公募）
    公募に関する情報については、科学研究費補助金に関するホームページにより公表するとともに、研究計
  画調書の様式などの情報を研究者等が迅速に入手できるようにする。
     応募受付前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、科学研究費委員会において審査方針等
  を決定し、１０月上旬までに公表する。
 ②　交付業務
    早期交付及び研究者へのサービス向上の観点から、これまでも可能な限り期間の短縮に努めてきており、
  今後も対象件数の増加が見込まれるが、次の期限を明確に定めることにより、迅速かつ確実に行う。
   ・採否に関する通知は、４月上旬までに行う。
   ・応募者に対する審査結果の開示の通知は、５月下旬までに行う。
   ・額の確定は、７月中旬までに行う。
 ③　不正使用及び不正受給の防止
    研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担のもと、同省の定める
  ガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各研究機関の不正防止に対す
  る取組の状況等を的確に把握し、必要に応じ、適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や
  監査を徹底させる。
    また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策につい
  て助言、注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進するとともに、振興会の現地調査によ
  る監査を充実することにより不正の防止に努める。
 ④　電子システムの導入・活用
    電子システムの導入・活用については、電子情報化された応募者の研究に関する個人情報等の第三者
  に対するセキュリティを確保しつつ、応募者及び審査委員の負担軽減、応募書類の受付・書面審査等の効
  率化を更に推進するため、応募手続及び審査業務の完全電子化を図る。
 ⑤　科学研究費補助金説明会の実施

科学研究費補助金に対する理解を促進し その支援効果を高めるため 大学等の研究機関への事業説

     科学研究費委員会は年３回程度開催するとともに、配分審査のための小委員会を必要に応じて開催する。
     審査委員の拡充等を行い、審査の質的充実を図る。
     不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発管理システムを活用するとともに、
   審査結果を他の競争的資金の配分機関に対し４月下旬までに提供する。
 ②　評価業務
    評価については、それぞれの研究種目に応じて行うとともに、大型の研究課題については、追跡調査等に
  より成果把握に取り組む。その際、適切な評価体制の整備を図るとともに、その結果については、ホームペ
  ージにおいて広く公開する。

    科学研究費補助金に対する理解を促進し、その支援効果を高めるため、大学等の研究機関への事業説
  明を、文部科学省との共同実施、研究機関からの要望に応じての実施などにより、全国各地で行う。
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2．意義・必要性

　科学研究費補助金事業は、人文・社会科学から自然科学までの全ての分野にわたり、基礎から応用までのあら
ゆる「学術研究」（研究者の自由な発想に基づく研究）を格段に発展させることを目的とし、ピア・レビュー
（専門分野の近い複数の研究者による審査）を経て、独創的・先駆的な研究に対する助成を行うものである。
　「第３期科学技術基本計画」（平成18年3月28日　閣議決定）において、学術研究（研究者の自由な発想に基
づく研究）は、「新しい知を生み続ける重厚な知的蓄積（多様性の苗床）を形成することを目指し、萌芽段階か
らの多様な研究や時流に流されない普遍的な知の探求を長期的視点の下で推進する」とされ、「研究者の研究費
の選択の幅と自由度を拡大し、競争的な研究開発環境の形成に貢献する科学研究費補助金等の競争的資金は、引
き続き拡充を目指す」とされており、その意義・必要性が認められている。
　さらに、我が国が持続的に発展していくためには、多様な学術研究の推進など、イノベーションを絶え間なく
創造する環境作りが必要であり、科学研究費補助金は、イノベーションの種を生みだし、ひいては我が国全体の

資

（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及
    科学研究費補助金の研究課題の研究成果について適切に把握するとともに、インターネットにおいて広く
  公開する。
    我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科学研究費補助金による研究成果をわかり
  やすく説明することなどを通じて、学術と日常生活との関わりや学術がもつ意味に対する理解を深める機会
  を提供する「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」を全国各地の大学
  で幅広く実施する。

（４）助成の在り方に関する検討
　　学術研究における様々な特性・ニーズを踏まえた助成の在り方について、学術システム研究センターの機
  能を活用しつつ検討を行い、事業の改善に反映させる。
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3．年度計画

　

4．得られた成果に関する評価

社会経済発展に資するものとして必要な事業である。
　また、学術の振興を目的とする振興会が、科学研究費補助金事業により、学術研究に対する幅広い助成を行
い、独創的かつ多様な基礎的研究を推進し、人類の知的資産の拡充、将来の学問及び社会の発展に寄与すること
は責務と言える。
　なお、その際、公正で透明性のある審査・評価を実施し、研究者の研究活動が円滑に実施できるように業務を
行うとともに、研究成果の適切な把握に努め、社会への還元・普及活動を行うことが必要である。

２　学術研究の助成
（１）審査・評価の充実（p.38-41）
（２）助成業務の円滑な実施（p.42-47）
（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及（p.48-50）
（４）助成の在り方に関する検討（p.51）

（１）審査・評価の充実
①審査業務
　学術システム研究センターの機能を有効に活用しながら制度の改善を図り、充実させた審査委員候補者データ
ベースを基に、公正な審査委員を選考することができた。
　第１段審査の手引きに、第２段審査（合議審査）に資する模範となる審査意見の例及び不十分な審査意見の例
を掲載したことにより、第１段審査委員が第２段審査に役立つ審査意見をより多く記載できるようになった。
　第２段の合議審査においては、審査に先立ち、第１段審査結果の確認を行うことや、第１段審査委員の評価が
大きく異なる研究課題について審査資料に強調表示を行うことにより、更に慎重な審査が行われることとなっ
た。
　挑戦的萌芽研究については、研究種目の目的・内容に応じた審査基準等を設定することにより、公正で透明性
の高い審査を行うことができた。また、文部科学省から公募・審査業務が移管された特別推進研究についても、
これまで振興会が蓄積してきた審査業務の経験を活かし、当該研究種目の目的・内容に応じた審査システムを構
築することにより、公正で透明性の高い審査を行うことができた。

さらに 審査時期を早め 審査業務を迅速に行うことにより 基盤研究等の新規研究課題の交付内定通知を昨　さらに、審査時期を早め、審査業務を迅速に行うことにより、基盤研究等の新規研究課題の交付内定通知を昨
年度よりも７日早い４月１日付けで発出することを可能にした。
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②評価業務
　科学研究費補助金の中で交付額の大きい特別推進研究、学術創成研究費及び基盤研究（Ｓ）について、科学研
究費委員会の下に審査・評価第一部会、審査・評価第二部会を設置し、研究進捗評価及び事後評価を実施するこ
とにより、当該研究課題の当初目標に対する達成度を評価することができた。
　また、当該研究課題の研究代表者が新規研究課題に応募した場合、研究進捗評価結果を審査資料として審査に
諮り活用することができた。
　なお、各評価結果については、今後の研究発展に資するために研究代表者に開示するとともに、ホームページ
において公開した。

（２）助成業務の円滑な実施
①募集業務（公募）
　特別推進研究の公募・審査業務が文部科学省から移管されたことに伴い、これまで振興会が蓄積してきた募集
業務の経験を活かし、当該研究種目の目的・内容に応じた適切な公募を行うことができた。
　また、学術システム研究センター研究員や科学研究費委員会の委員の意見を踏まえ、より適切でわかりやすい
公募要領や研究計画調書の様式に改善するとともに、英語版の公募要領等を作成することにより、我が国の研究
機関に所属する外国人研究者等が応募する際の便宜を図ることができた。
　さらに、文部科学省と共同で実施した公募要領等説明会及び研究機関が実施する事業説明会において、公募要
領や研究計画調書等の変更点をわかりやすく説明することにより、公募要領等に対する研究者や事務担当者等の
理解を促進することができた。

②交付業務
　審査終了から交付内定通知の発出までの処理を短期間に迅速・的確に行うことにより、早期に交付内定を行う
ことに努め、交付申請書の受理から交付決定までの処理についても、大量の辞退、転出等の処理を短期間に迅
速・的確に行うことにより、早期に補助金を交付することを可能にした。
　なお、交付業務の迅速化だけでなく、補助金が交付されていなくても、新規研究課題については交付内定通知
受領後直ちに 継続研究課題については４月１日から研究を開始することを可能にすることにより 研究開始時
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受領後直ちに、継続研究課題については４月１日から研究を開始することを可能にすることにより、研究開始時
期の早期化を図っている。

③不正使用及び不正受給の防止
　研究機関に提出を義務付けた「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基
づく体制整備等の実施状況報告書により、各研究機関の不正使用等の防止に対する取組の状況等を効率的に把握
し、必要に応じ適切な指導を行うことができた。
　ホームページによる周知や全国を地区別に分けて実施した公募要領等説明会、研究機関が実施する事業説明会
等の場での説明などにより、効率的な注意喚起、指導を行うことができた。
　研究機関に対し、無作為抽出による内部監査の実施を義務付け、研究機関において実効性のある内部監査が実
施されるよう促すとともに、研究者から不正使用等を行わない旨の誓約文書を徴収し、保管することを義務付
け、研究者の意識の向上を図ることができた。
　また、研究機関に対し、不正使用等の防止のための研修会・説明会を積極的・定期的に実施することを義務付
けることにより、研究者の意識改革を促進する機会がより多く持たれるよう促し、科研費の使用ルールについ
て、わかりやすく説明したハンドブックを修正し、研究者や事務担当者等の不正使用等に対する理解を効果的に
促進することができた。
　さらに、研究機関に対し、不正使用等が明らかになった場合（疑いのある場合を含む）には、速やかに調査を
実施し、報告することを義務付け、研究機関からの調査報告書を基に、不正使用等を行った研究者に対して、一
定期間、応募・申請を制限する罰則を適用するなど厳格に対応することにより不正の防止を図ることができた。

④電子システムの導入・活用
　特別推進研究、基盤研究（Ｃ）及び若手研究（Ａ・Ｂ）について、応募手続の完全電子化を行うことができ、
応募書類の確認や整理作業を人手により行う必要がなくなり、業務を効率化することができた。特別推進研究に
ついて、書面審査結果の受付の電子化を行うことができ、業務を効率化することができた。
　また、基盤研究等の応募手続の完全電子化により、応募カードにより登録していた内容の不備については、ミ
スがあれば、入力時に電子システムによりチェックされることとなっており、応募者へのサービス向上に寄与し
ているほか、研究機関側の応募書類の確認や整理のための作業負担が軽減され、研究機関における業務の簡素化
にも寄与している。
　さらに、書面審査における評定表の電子システムを改修し、審査意見記入欄を拡大したことにより、書面審査
委員の審査意見の更なる充実が期待できるようになったほか、合議審査において、研究課題ごとに各審査委員の
専門分野、評点、コメントを一括表示することが可能になり、審査の公正性を高めることになった。
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②ひらめき☆ときめきサイエンス事業
　プログラムの参加者のアンケートでは、「大学の実験器具を使用できたり、高校ではできない実験ができたり
して楽しかった」「討論等で、どのように物事を考えればよいのかがわかって、ためになった」「研究や発表の
仕方など、今後役に立つことが学べてよかった」などの意見・感想が多く、また、当日の内容についての専門的
な質問や感想も多々見られ、プログラムにおける体験は、参加した中学生・高校生にとって貴重なものであり、
知的好奇心を刺激することができたといえる。

（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及
①研究成果の把握・公表
　国立情報学研究所のデータベースにおいて、平成１９年度に終了した研究課題の研究実績の概要及び平成１９
年度に研究期間が終了した研究課題の研究成果の概要について広く公開し、多くの人々が有効に活用できるよう
にした。
　また、国立国会図書館関西館に納本される冊子体の研究成果報告書を閲覧することにより、研究成果の詳細な
内容について把握することが可能となっている。

⑤科学研究費補助金説明会の実施
　大学等の研究機関等への事業説明を、文部科学省との共同実施（８回）、研究機関等からの要望に応じての実
施（６４回）により、全国各地で行い、制度の改善等に係る正しい理解の促進を図った。
　公募要領等説明会については、全国を７地区に分け、地区ごとに一定の出席者数を確保した上で開催すること
により、少ない開催回数（８回。関東・甲信越地区は対象研究機関を半数ずつに分けて２回開催）で、多くの研
究者や事務担当者等（約3,100名）に対し、効率的に制度を周知することができた。文部科学省と共同で実施す
ることにより、担当する研究種目ごとに単独で説明会を開催することと比較し、効率的な情報提供を行うことが
できた。また、公募要領や研究計画調書等の変更点をわかりやすく説明することにより、研究者や事務担当者等
の理解を促進することができた。
　研究機関等が実施する事業説明会については、積極的に出席することにより、多くの研究者や事務担当者等に
事業についての正しい理解を持ってもらうことができた。また、大規模の説明会と比較して、出席者からの質問
に対し、より丁寧に対応することができ、出席者の事業についての理解を深めることにつながった。さらに、出
席者と積極的に意見交換を行うことができ、その具体的なニーズを的確に把握し、有効に事業の改善に活かすこ
とができた。
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5．決算額（支出額） 【セグメント区分：科学研究費補助金】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

125,184,589
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

（４）助成の在り方に関する検討
　学術システム研究センターには、科学研究費補助金に関するワーキンググループを設けており、特別推進研究
の審査システムの国際化、挑戦的萌芽研究の審査基準、若手研究（スタートアップ）の研究計画調書・審査基準
の見直し、更なる審査の充実策、審査委員の負担軽減策などについて効率的に検討することにより、学術研究に
おける様々な特性やニーズを踏まえた有効な事業改善を行うことができた。

　科学研究費補助金事業は、文部科学省が定める方針等のほか、学術システム研究センターの
機能を有効に活用しながら制度の改善を図り、研究種目の特性に応じた適切な審査基準等を設
定し、公正で透明性の高い審査委員の選考システム及び審査・評価システムを構築した上で、
研究者の視点に立った審査・評価業務を行い、研究に支障が生じることがないよう補助金の交
付業務を迅速かつ的確に行った。中期計画の数値目標はすべて達成しており、研究者ニーズに
的確に対応し、研究者へのサービスを向上させることができた。
　また、業務の効率化のために、応募手続や審査手続に電子システムの導入・活用を進めてお
り、振興会における業務の効率化のみならず、研究機関や審査委員の負担軽減にもつながって
いる。特に、平成２０年度には、これまで３年の年次計画で進めてきた応募手続きの完全電子
化を達成し、基盤研究等の新規研究課題の交付内定通知を昨年度よりも７日早め年度当初の４
月１日付けで発出することを可能としたことは特筆すべき改善事項である。
  さらに、不正使用及び不正行為には厳格に対応してきており、不正使用等を行った者に対し
ては、一定期間、応募・申請を制限するなどの罰則を適用するとともに、研究者や事務担当者
等を対象とした事業説明会等を全国各地の大学等で実施し、注意喚起、助言等を行い、不正使
用等の防止に努めている。
　なお、今後も引き続き継続的な事業の改善を行っていく必要があり、各種業務での電子シス
テムの導入・活用を進め、今後、審査手続の完全電子化、さらには、交付業務に係る手続の電
子化を進めていくことが更なる事業の改善及び業務の効率化のために必要である。

その他 増加する応募件数 の対応や審査委員の負担軽減のため 引き続き 審査委員候補

Ｓ

　その他、増加する応募件数への対応や審査委員の負担軽減のため、引き続き、審査委員候補
者データベースを充実させるとともに、審査方法等の改善についても検討していくことが必要
である。
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7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ｓ

8．中期計画の進捗状況

（１）審査・評価の充実
　学術システム研究センターの機能を有効に活用し、研究者ニーズ及び諸外国の状況等を踏まえて、公正な審査
委員の選考、透明性の高い審査・評価システムの構築を着実に行っている。
①審査業務
　平成２０年度において、科学研究費委員会は３回開催し、配分審査のための小委員会を８４回開催した。
　審査委員の拡充等を行い、審査の質的充実を図っている。
　不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発管理システムを活用するとともに、審査結果
を他の競争的資金の配分機関に対し４月下旬までに提供している。

②評価業務
　平成20年度において、それぞれの研究種目に応じて評価を行うとともに、特別推進研究、基盤研究（S）及び
学術創成研究費については、研究進捗評価等により成果把握に取り組んでいる。その際、適切な評価体制の整備
を図るとともに、その結果については、ホームページにおいて広く公開している。

（２）助成業務の円滑な実施
①募集業務（公募）
　公募に関する情報については、科学研究費補助金に関するホームページにより公表するとともに、研究計画調
書の様式などの情報を研究者等が迅速に入手できるようにしている。
　応募受付前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、科学研究費委員会において審査方針等を決定
し、１０月上旬までに公表している。
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⑤ 科学研究費補助金説明会の実施
　科学研究費補助金に対する理解を促進し、その支援効果を高めるため、大学等の研究機関等への事業説明を、
文部科学省との共同実施、研究機関等からの要望に応じての実施により、全国各地で行っている。

④電子システムの導入・活用
　電子システムの導入・活用については、電子情報化された応募者の研究に関する個人情報等の第三者に対する
セキュリティを確保しつつ、応募者及び審査委員の負担軽減、応募書類の受付・書面審査等の効率化を更に推進
するため、応募手続及び審査業務の完全電子化を図ることに関しては、平成２０年度に応募手続については完全
電子化が図られ、審査業務については、特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究及び若手研究の書面審査結果
の受付について電子化が図られている。

し、１０月上旬までに公表している。

②交付業務
　早期交付及び研究者へのサービス向上の観点から、これまでも可能な限り期間の短縮に努めてきており、今後
も対象件数の増加が見込まれるが、明確に定めた次の期限を順守し、迅速かつ確実に行っている。
・ 採否に関する通知は、４月上旬までに行う。
・ 応募者に対する審査結果の開示の通知は、５月下旬までに行う。
・ 額の確定は、７月中旬までに行う。

③不正使用及び不正受給の防止
　研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担のもと、同省の定めるガイド
ライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況
等を的確に把握し、必要に応じ、適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を徹底させてい
る。
　また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策について助言、
注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進するとともに、振興会の現地調査による監査を充実す
ることにより不正の防止に努めている。

3640



自己点検・外部評価全体シート（第1-2）

9．外部評価

評定

（４）助成の在り方に関する検討
　学術研究における様々な特性・ニーズを踏まえた助成の在り方について、学術システム研究センターの機能を
活用しつつ検討を行い、事業の改善に反映させている。

　中期計画の数値目標はすべて達成されている。特筆すべき点として、①応募手続きの完全電
子化、②新規研究課題の交付内定通知の迅速化（4月1日付けの実現）、③外国人研究者への便
宜として公募資料等の英語版化の実現、④国立情報学研究所データベースによる研究成果概要
の公開などが挙げられる。
　また、学術システム研究センターの機能の活用により審査委員の選考がシステマティックに
行われるようになった点が高く評価できる。そのほか、電子システムの効率的活用は申請数の
増加に対応するために必須であり、これによって関係者の負担を軽減したことを評価する。
　これらは、運営の効率化、公正化、透明性の確保に繋がり、加えて研究成果の普及や国民へ

Ｓ

（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及
　科学研究費補助金の研究課題の研究成果について適切に把握するとともに、インターネットにおいて広く公開
している。
　我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科学研究費補助金による研究成果をわかりやすく
説明することなどを通じて、学術と日常生活との関わりや学術がもつ意味に対する理解を深める機会を提供する
「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」を全国各地の大学で幅広く実施
している。

37

れらは、運営の効率化、公正化、透明性の確保に繋がり、加えて研究成果の普及や国民
の見える化、説明責任の確保にも繋がる。さらには、平成19年度の新規案件での不正件数ゼロ
の実現も地道な周知活動の成果といえる。結果的に意図せず引き起こされるような不正も発生
していないことを評価したい。
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（1）年度計画

 

（2）業務実績

(１)　審査・評価の充実

　学術システム研究センターの機能を有効に活用し、研究者ニーズ及び諸外国の状況等を踏まえて、公正な審査
委員の選考、透明性の高い審査・評価システムの構築を行う。
①審査業務
 (ⅰ)  科学研究費委員会を開催して、文部科学省科学技術・学術審議会が示す「審査の基本的考え方」を踏ま
     え、科学研究費委員会において「科学研究費補助金（基盤研究等）における審査及び評価に関する規程」
     を改正する。
 　　　また、配分審査のための小委員会を開催し、応募された研究課題の審査を行う。
 (ⅱ)  審査委員の選考については、審査委員候補者データベースを充実しつつ、専門的見地から、より適切な
     審査委員を選考するため、学術システム研究センターの研究員の幅広い参画を得て実施する。
 (ⅲ)  研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、合議審査において、研究計画調書に記載された
     他の研究費への応募・採択状況を確認するとともに、府省共通研究開発管理システムを活用し、審査結果
     を他の競争的資金の配分機関に対し迅速に提供する。
②　評価業務
 (ⅰ) 研究進捗評価の実施
 　　　 特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び学術創成研究費については、当該研究課題の研究の進捗状況を把握
　　　し、当該研究の今後の発展に資するため、現地調査・ヒアリング・書面・合議により研究進捗評価を行
      う。
　　　  また、その評価結果については、ホームページにおいて広く公表する。
 (ⅱ) 事後評価の実施
 　　　 特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び学術創成研究費の研究課題のうち、研究進捗評価を行わない研究課
      題については、ヒアリング・書面・合議により事後評価を行う。また、その評価結果については、ホー
      ムページにおいて広く公開する。
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（2）業務実績

①審査業務
　(ⅰ)　科学研究費委員会を開催して、文部科学省科学技術・学術審議会が示す「審査の基本的考え方」や学術
      システム研究センターにおける制度の改善に関する検討結果を踏まえ、「科学研究費補助金（基盤研究
      等）における審査及び評価に関する規程」を2回改正した。
　　　　また、平成21年度の新規応募研究課題（特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び若手研究（Ｓ）を除く
　　　約89,000件）について、交付内定時期の早期化のために前年度よりも審査時期を早め、平成20年12月
　　　中旬から平成21年3月上旬にかけて書面審査（審査委員約4,500名）及び合議審査（審査委員約900名）
　　　の2段階によるピア・レビューを実施し、約21,000件の採択を行った。
　　　　なお、交付内定通知は、前年度よりも7日早め、平成21年4月1日に各研究機関に行っており、これに
　　　より平成21年度からは、新規研究課題についても4月当初から研究を開始することを可能とした。
　　　　また、科学研究費補助金の中で交付額の大きい特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び若手研究（Ｓ）に
　　　ついては、より充実した審査を行うためヒアリングを実施した上で、平成21年4月中に新規研究課題の
　　　採否を決定することとしている。
　(ⅱ) 審査委員の選考については、審査委員候補者データベース（平成20年度において約8,000名の新規登録者
　　　を加えることにより登録者数が約49,000名と充実した）を活用し、専門的見地からより適切な審査委員を
　　　選考するため、学術システム研究センターの研究員が前年度の審査結果を検証した上で実施した。
　　　　また、同検証の結果に基づき、平成20年度から模範となるような審査意見を付した審査委員（29名）
　　　を選考し表彰した。
　(ⅲ)　研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、合議審査において、研究計画調書に記載された
      他の研究費への応募・採択状況を確認するとともに、府省共通研究開発管理システムの活用等により、
　　　平成20年度の審査結果を他の競争的資金の配分機関に対し提供した。

②評価業務
　(ⅰ)　研究進捗評価の実施
　　　　特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び学術創成研究費については、当該研究課題の研究の進捗状況を把握
　　　し、当該研究の今後の発展に資するため、現地調査・ヒアリング・書面・合議により研究進捗評価を行っ
　　　た。また、その評価結果については、ホームページにおいて広く公表するとともに、翌年度の配分審査に
　　　活用した。
  (ⅱ)　事後評価の実施
　　　　特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び学術創成研究費の研究課題のうち、研究進捗評価を行わない研究課
　　　題については、現地調査・ヒアリング・書面・合議により事後評価を行った。また、その評価結果に　　　題については、現地調査 ヒアリング 書面 合議により事後評価を行った。また、その評価結果に
　　　ついては、ホームページにおいて広く公開した。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

①審査業務
効率性

　書面審査については、平成１７年度から審査結果を電子的に
受け付けることを開始したが、審査委員の意見に基づき、表示
内容の変更などシステムの改修を行い、より効率的な審査を
可能にしている。
  合議審査については、第２段審査の手引きを作成し、事前に
審査委員に配付することにより、審査会当日の運営等を効率的
に行えるようにしている。
　対前年度約2,400件増の約89,000件の新規応募研究課題（特
別推進研究、基盤研究(S)及び若手研究(S)を除く）に対し、利
害関係がある場合の審査委員の変更等も迅速に行いつつ、２段
階審査を約３か月の短期間で効率的に実施した。

①審査業務
有効性

　第１段審査の手引きに、第２段審査（合議審査）に資する模
範となる審査意見の例及び不十分な審査意見の例を掲載した
ことにより、第１段審査委員が第２段審査に役立つ審査意見
をより多く記載できるようにした。
　第２段の合議審査においては、審査に先立ち、第１段審査結
果の確認を行うことや、第１段審査委員の評価が大きく異なる
研究課題について審査資料に強調表示を行うことにより、更に
慎重な審査が行われることとなった。
　特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び若手研究（Ｓ）について
は、ヒアリング審査を取り入れ、よりきめ細かい審査を行って
いる。また、挑戦的萌芽研究については、研究種目の目的・
内容に応じた審査基準等を新たに定めるとともに、基盤研究
（Ａ・Ｂ）と同一小委員会において審査を行い、重複応募して
いる場合には 不合理な重複に該当しないかを確認している
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いる場合には、不合理な重複に該当しないかを確認している。

①審査業務
公正性・透明性

　書面及び合議の２段階によるピア・レビューを行っており、
審査委員の恣意的な評価を避けるため、利害関係者の排除を適
切に行っている。
　公募要領等において、審査方針・評定基準等を公表すること
により、より一層、制度の公正性・透明性を高めている。
　審査委員が審査システムを理解し、より公正に審査を行える
よう、書面審査委員に対しては、第１段審査の手引きに、ポイ
ント・心構え等を詳しく記述するとともに、特に重要な事項に
ついては、手引きとは別に１枚にまとめ審査委員に配付し周知
している。
　合議審査において、学術システム研究センター研究員が議事
進行等の運営に参画することにより、審査状況を確認し、公正
性を高めている。
　審査委員の氏名や審査委員を選考する学術システム研究セン
ター研究員の氏名等をホームページ等で公表することにより、
審査の透明性を確保している。
　審査委員については、公正性・適切性を確保するため、学術
システム研究センター研究員が、その審査結果についての検
証を行い、翌年度の審査委員の選考に適切に反映させるととも
に、平成２０年度から模範となるような審査意見を付した審査
委員（２９名）を選考し表彰した。

　科学研究費委員会　　　３回
　配分審査の小委員会　８４回

①審査業務
　審査結果を他の競争的資金の
配分機関に対し、４月下旬まで

　審査結果の提供　４月２３日

Ｓ

①審査業務
　科学研究費委員会は年３回程
度開催するとともに、配分審査
のための小委員会を必要に応じ
て開催する。

配分機関に対し、４月下旬まで
に提供する。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(1)）

②評価業務
有効性

　研究進捗評価は、特別推進研究、学術創成研究費及び基盤研
究（Ｓ）を対象に実施し、研究の進捗状況、これまでの研究成
果、研究目的の達成見込み等について、評価規程に基づき厳格
に評価を行った。
　これにより当該研究課題の当初目標に対する達成度を評価す
ることができた。

　特別推進研究　　Ａ＋ 3件、Ａ  9件、Ｂ  4件、Ｃ 0件
　学術創成研究費　Ａ＋ 1件、Ａ 17件、Ｂ  2件、Ｃ 0件
　基盤研究（Ｓ）　Ａ＋ 4件、Ａ 52件、Ｂ 12件、Ｃ 1件

　また、当該研究課題の研究代表者が新規研究課題に応募した
場合は、当該評価結果を審査資料として審査に諮り活用した。

　事後評価は、研究目的の達成度、当該学問分野への貢献度、
研究成果等について、評価規程に基づき厳格に評価を行った。
　これにより当該研究課題の当初目標に対する達成度を評価す
ることができた。

　特別推進研究　　Ａ＋  1件、Ａ 12件、Ｂ  1件、Ｃ 0件
　学術創成研究費　Ａ＋  4件、Ａ  8件、Ｂ  4件、Ｃ 0件
　基盤研究（Ｓ）　Ａ＋ 12件、Ａ 30件、Ｂ 13件、Ｃ 0件

　研究進捗評価及び事後評価を実施した課題には、今後の研究
の発展に資するため、評価意見を付した。

　研究進捗評価については、 も交付額の大きい特別推進研究
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②評価業務
効率性

研究進捗評価に ては、 も交付額の大き 特別推進研究
（16件）及び次に交付額の大きい学術創成研究費（20件）は、
全ての課題についてヒアリングを実施し、基盤研究（Ｓ）（55
件）については、書面評価を基本とし、書面により判断できな
い場合にヒアリング及び現地調査を実施した。
　当初計画より研究が遅れ、研究成果が見込まれない場合は、
研究経費の減額又は研究を中止することとしており、研究費執
行の効率性を高めることができるものとしている。平成２０年
度においては、基盤研究（Ｓ）について１件減額が適当と判断
した。
　なお、 も交付額の大きい特別推進研究については、研究進
捗評価の一環として、研究の立ち上げ時期（研究期間の２年
目）に、研究の進展状況や購入された設備等の活用状況等を確
認し、成果を上げるために十分な研究環境を整え、順調に研究
が進んでいるか等を把握するため、対象となる研究課題（20
件）について現地調査を実施し、今後の研究の進展に資するた
め、課題ごとに評価意見を付した。

②評価業務
公正性・透明性

　特別推進研究、学術創成研究費及び基盤研究（Ｓ）の研究進
捗評価及び事後評価は、我が国を代表する研究者で構成される
部会において実施した。
　
　審査・評価第一部会：運営小委員会（  8人）
　　　　　　　　　　　各小委員会  （ 61人）
　審査・評価第二部会：運営小委員会（ 12人）
　　　　　　　　　　　各小委員会　（125人）

　また、「科学研究費補助金（基盤研究等）における審査及び
評価に関する規程」等を定め、各評価基準をホームページで公
開する等明確化するとともに、利害関係者の排除を徹底するこ
とで公正性を確保した。
　その他、評価終了後、部会委員の氏名及び評価結果につい
て、ホームページで公開した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(1)）

（4）指摘事項に対する見直し状況

１．「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性につ
いて』における指摘事項を踏まえた見直し案（平成18年12月15日文部科学省）第１－１　学術
研究の助成（科学研究費補助金）に係る業務の見直し」
　科学研究補補助金については、競争的資金全体のマネジメントの一環として、不合理な重複
及び過度の集中の排除並びに不正使用及び不正受給の防止対策を強化することとする。このた
め、以下の見直しを行う。
　①「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について（共通的な指針）」（平成18年8月
    31日総合科学技術会議）等に沿って、科学研究費補助金の応募段階から重複応募等をシス
    テム的にチェックするとともに、実際の審査の場において、研究計画調書に記載された他
    の研究費助成制度への応募・採択状況を確認することとする。なお、平成19年度に使用開
    始予定の「府省共通研究開発管理システム」を活用する。
　②また、競争的資金の中で も早い時点（4月）に採否が決定される科学研究費補助金の審査
    結果を、他の競争的資金の配分機関に対し迅速に提供することとする。

２．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学
研究費補助金）等助成事業】
　②競争的資金の不合理な重複、過度の集中、不正使用及び不正受給を防止するため、具体の
    取組や組織体制の整備を含めた仕組みを平成19年度末までに構築するものとする。また、
    平成20年１月から稼働する予定の府省共通研究開発管理システムを活用する。
　③審査・配分に係る業務の人員・体制について、競争的資金の制度・目的に応じた効率化の
    取組を引き続き進める。

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）（略）事業運営においては、競争的資金制度改革の率先、研究成果の把握とわかりや
　　すい情報発信による投資効果の国民への説明とともに、引き続き研究費の不正使用等防止
　　対策の着実な実施や研究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努めるべきで
　　ある。

１．「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性につ
いて』における指摘事項を踏まえた見直し案（平成18年12月15日文部科学省）第１－１　学術

究 成 科学 究費補 金 係 業務 直

答申・提言等
による

指摘事項
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（5）評価資料

①審査業務
　独立行政法人日本学術振興会が行う科学研究費補助金の審査の基本的考え方
　科学研究費補助金に係る審査委員の選考に関する要項
　科学研究費補助金（基盤研究等）における審査及び評価に関する規程
　平成２１年度科学研究費補助金第１段審査の手引き
　平成２１年度科学研究費補助金第２段審査の手引き
②評価業務
　科学研究費補助金（基盤研究等）における審査及び評価に関する規程

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）文部科学省が定める方針等のほか、学術システム研究センター機能を有効に活用しなが
　　ら制度改善を図っている。

研究の助成（科学研究費補助金）に係る業務の見直し」
  ①応募受付に電子システムを導入し、科学研究費補助金の応募段階から重複応募等をシステ
    ム的にチェックするとともに、実際の審査の場において、研究計画調書に記載された他の
    研究費助成制度への応募・採択状況を確認している。また、平成２０年１月から運用が開
    始された「府省共通研究開発管理システム」を活用し、審査結果を他の競争的資金の配分
    機関に提供している。
  ②平成１９年度から、競争的資金の中で も早い時点（４月）に採否が決定される科学研究
    費補助金の審査結果を、他の競争的資金の配分機関に対し迅速に提供している。

２．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学
研究費補助金）等助成事業】
　②不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発管理システムを活用し、
    審査結果を他の競争的資金の配分機関に対し提供している。また、文部科学省との適切な
    役割分担のもと、同省の定めるガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けてい
    る報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把握し、必要に
    応じ、適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を徹底させている。
　③審査・配分に係る業務の人員・体制については、軽微な事務処理の外部委託等を進め、業
    務の効率化を図りつつ、強化している。

見直し状況

　科学研究費補助金（基盤研究等）における審査及び評価に関する規程
　研究進捗状況報告書
　研究終了報告書
　評価結果公表用資料
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自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(2)）

（1）年度計画

 

（２）助成業務の円滑な実施

①募集業務（公募）
　  平成２１年度公募に関する情報については、科学研究費補助金に関するホームページにより公表するとと
  もに、研究計画調書の様式などの情報を研究者等が迅速に入手できるようにする。
　  また、応募受付前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、科学研究員委員会において審査方針
  等を決定後、速やかに公表する。

②交付業務
　  平成２０年度科学研究費補助金について、科学研究費委員会の審査結果に基づき、基盤研究、萌芽研究、
  若手研究（Ｓ）、若手研究（スタートアップ）、奨励研究、研究成果公開促進費（学術定期刊行物、学術図
  書、データベース）、特別研究員奨励費及び学術創成研究費の交付業務を迅速に行う。
　  また、平成１９年度に交付した科学研究費補助金に係る実績報告書の提出を受け、額の確定を行う。
    ・採否に関する通知は、４月上旬までに行う。
    ・応募者に対する審査結果の開示の通知は、５月下旬までに行う。
    ・額の確定は、７月中旬までに行う。

③不正使用及び不正受給の防止
　  研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担のもと、同省の定めるガ
  イドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各研究機関の不正防止に対する取
  組の状況等を的確に把握し、必要に応じ適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を
  徹底させる。
　  また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策について、
  助言・注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進するとともに、振興会による監査を充実す
  ることにより不正の防止に努める。

④電子システムの導入・活用
( )応募手続
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（2）業務実績

(ⅰ)応募手続
　    平成２０年度においては、基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ）及び萌芽研究に加え、新たに基盤研究（Ｃ）及び若
  　手研究（Ａ・Ｂ）のすべての応募書類の受付を電子システムにより行い、応募手続の完全電子化を図る。
(ⅱ)審査業務
　    基盤研究、萌芽研究及び若手研究において導入している書面審査の結果を受け付ける電子システムを
  　他の研究種目においても導入し活用する。

⑤科学研究費補助金説明会の実施
　  大学等の研究機関への事業説明を、文部科学省との共同実施、研究機関からの要望に応じての実施など
  により、全国各地で行い、制度の改善等に係る正しい理解の促進を図る。その際、地域バランスに配慮す
  る。
    また、制度に係るパンフレット、説明資料の向上を図る。

①募集業務（公募）
　　平成２１年度公募に関する情報については、英語版の公募要領等も作成し、科学研究費補助金に関する
  ホームページにより公表するとともに、研究計画調書の様式などの情報を研究者等が迅速に入手できるよ
  うにした。
　　また、１１月上旬の基盤研究等の応募受付期限前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、
　科学研究員委員会において審査方針等を決定後、１０月６日に公表した。
  　なお、平成２０年度応募分から、「研究機関の公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に
　基づく体制整備等の状況報告書」の提出を応募要件とした。

②交付業務
　　平成２０年度科学研究費補助金について、科学研究費委員会の審査結果に基づき、基盤研究、萌芽研究、
  若手研究（Ｓ）、若手研究（スタートアップ）、奨励研究、研究成果公開促進費（学術定期刊行物、学術図
  書、データベース）、特別研究員奨励費及び学術創成研究費の交付業務を迅速に行った。
　　基盤研究（Ａ・Ｂ・Ｃ）及び萌芽研究については４月８日、基盤研究（Ｓ）及び若手研究（Ｓ）について
  も継続研究課題は４月８日、ヒアリング審査を行った新規研究課題については５月１２日、若手研究（スタ
  ートアップ）については８月１２日にそれぞれ交付内定通知を発出した。また、内定者から提出された交付
　申請書を基に、基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）、萌芽研究及び若手研究（Ｓ）については６月１３日、若手研
　究（スタートアップ）については１０月３日にそれぞれ交付決定を行い、補助金を交付した。

なお、年度途中には、育児休業への対応（１６件）、基盤研究（Ｃ）の追加交付（３００件）なども行っ　　なお、年度途中には、育児休業への対応（１６件）、基盤研究（Ｃ）の追加交付（３００件）なども行っ
  た。
　　また、平成１９年度に交付した科学研究費補助金に係る実績報告書（約３万９千件）の提出を受け、額の
  確定を行うとともに、年度繰越しが承認された研究課題（８９９件）への補助金の交付を行った。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(2)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

③不正使用及び不正受給の防止
　　研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担のもと、同省の定めるガ
  イドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各研究機関の不正防止に対する取
  組の状況等を的確に把握し、必要に応じ適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を
  徹底させた。
　　また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策について、
  助言・注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進するとともに、振興会による監査を充実さ
  せることや不正使用等を行った研究者に対し、一定期間、応募・申請を制限する罰則を適用するなど厳格に
  対応することにより不正の防止に努めた。

④ 電子システムの導入・活用
(ⅰ)応募手続
　　　平成２０年度においては、基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ）及び萌芽研究（平成２１年度から挑戦的萌芽研究）
　　に加え、新たに基盤研究（Ｃ）及び若手研究（Ａ・Ｂ）のすべての応募書類の受付を電子システムに
　　より行い、応募手続の完全電子化を図った。
(ⅱ)審査業務
　　　基盤研究、萌芽研究（平成２１年度から挑戦的萌芽研究）及び若手研究において導入している書面審査
　　の結果を受け付ける電子システムを特別推進研究においても導入し活用した。

⑤科学研究費補助金説明会の実施
　　  大学等の研究機関等への事業説明を、文部科学省との共同実施（８回）、研究機関等からの要望に応じ
　　ての実施（６４回）により、全国各地で行い、制度の改善等に係る正しい理解の促進を図った。その際、
    地域バランスに配慮した。
　　  また、研究者ハンドブック、事業説明資料をよりわかりやすいものに改善した。
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①募集業務
効率性

　公募要領等に対する研究者や事務担当者等の理解の促進のた
め、文部科学省と共同で実施した公募要領等説明会及び研究機
関が実施する事業説明会において、公募要領や研究計画調書等
の変更点をわかりやすく説明することにより、効率的な情報提
供を行った。
　応募書類の受付については、若手研究（Ａ・Ｂ）への応募可
能年齢を「３７歳以下」から「３９歳以下」に緩和したことや
特別推進研究の募集業務が移管されたことなどにより応募件数
が昨年度と比較し、約2,100件増の約91,000件となったが、基
盤研究等の応募手続の完全電子化により、事業の効率化を図る
ことで滞りなく行った。

①募集業務
有効性

　公募要領や研究計画調書の様式を作成するに当たり、学術シ
ステム研究センター研究員や科学研究費委員会の委員の意見を
踏まえ、より適切でわかりやすいものとなるように改善を図る
とともに、平成２１年度公募から、英語版の公募要領等を作成
し、我が国の研究機関に所属する外国人研究者等が応募する際
の便宜を図った。
　また、研究計画調書の様式をホームページに掲載し、研究者
等が迅速に入手できるようにしている。

①募集業務
公正性・透明性

　基盤研究等の公募においては、１１月上旬の応募受付期限前
の１０月６日に審査方針・評定基準等をホームページで公開す
ることにより、より一層、制度の公正性・透明性を高めるよう
にしている。若手研究（スタートアップ）については、公募要
領に審査方針・評定基準を掲載している。
　また、公募要領等説明会に出席できなかった研究者や事務担
当者等に配慮して、説明会の資料をホームページで公開した。

①募集業務
　科学研究費委員会において審
査方針を決定し １０月上旬ま

審査方針等の公表 １０月６日
査方針を決定し、１０月上旬ま
でに公表する。

　審査方針等の公表 １０月６日
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②交付業務
効率性

　約２千件の応募件数増があったにもかかわらず、迅速・的確
な処理により、早期に交付内定を行うことに努め、基盤研究
（Ａ・Ｂ・Ｃ）及び萌芽研究等については４月８日、基盤研究
（Ｓ）及び若手研究（Ｓ）については５月１２日、若手研究
（スタートアップ）については８月１２日に行った。
　交付決定に当たっては、基盤研究（Ａ・Ｂ・Ｃ）、萌芽研究
の新規・継続研究課題及び基盤研究（Ｓ）、若手研究（Ｓ・ス
タートアップ）の継続研究課題について、交付申請書の受理か
ら、1,295件の辞退、転出等への対応を６日間で確実に処理し
た。
　年度繰越しが承認された研究課題（８９９件）への補助金交
付については、研究遂行に支障がないよう迅速に行った。

②交付業務
有効性

　交付業務の迅速化だけでなく、補助金が交付されていなくて
も、新規研究課題については交付内定通知受領後直ちに、継続
研究課題については４月１日から研究を開始することを可能に
することにより、研究開始時期の早期化を図っている。
　また、育児休業の申し出（１６件）への対応、基盤研究
（Ｃ）の追加交付（３０２件）も適切に行った。

②交付業務
公正性・透明性

　研究機関に対し、補助金の不正使用が明らかになった場合
（疑いのある場合を含む）には、速やかに調査を実施し、報告
することを義務付け、研究機関からの調査報告書を基に、不正
使用を行った研究者に対し不正に使用された補助金の返還を命
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公 性 透明性
使用を行った研究者に対し不正に使用された補助金の返還を命
じるなど厳格に対応している。

②交付業務
　採否に関する通知は、４月上
旬までに行う。

採否の通知　４月８日

②交付業務
　応募者に対する審査結果の開
示の通知は、５月下旬までに行
う。

審査結果の通知　５月３０日

②交付業務
　額の確定は、７月中旬までに
行う。

額の確定　７月１８日

③不正使用及び不正受給の防止
効率性

　研究機関に提出を義務付けた「研究機関における公的研究費
の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく体制整備
等の実施状況報告書により、各研究機関の不正使用等の防止に
対する取組の状況等を効率的に把握し、必要に応じ適切な指導
を行っている。
　ホームページによる周知や全国を地区別に分けて実施した公
募要領等説明会、研究機関からの要望に応じて行った事業説明
会等において注意喚起、指導を行った。

Ｓ
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③不正使用及び不正受給の防止
有効性

　研究機関に対し、無作為抽出による内部監査の実施を義務付
け、研究機関において実効性のある内部監査が実施されるよう
促すとともに、研究者から不正使用等を行わない旨の誓約文書
を徴収し、保管することを義務付け、研究者の意識の向上を
図っている。
　また、研究機関に対し、不正使用等の防止のための研修会・
説明会を積極的・定期的に実施することを義務付けることによ
り、研究者の意識改革を促進する機会がより多く持たれるよう
促し、科研費の使用ルールについて、わかりやすく説明したハ
ンドブックを修正し、研究者や事務担当者等の不正使用等に対
する理解が効果的に促進されるように図っている。
　さらに、研究機関に対し、不正使用等が明らかになった場合
（疑いのある場合を含む）には、速やかに調査を実施し、報告
することを義務付け、研究機関からの調査報告書を基に、不正
使用等を行った研究者に対して、一定期間、応募・申請を制限
する罰則を適用するなど厳格に対応することにより不正の防止
を図っている。

③不正使用及び不正受給の防止
公正性・透明性

　すべての研究者に対して、不正使用等を行った場合には、厳
格に対応することで公正性・透明性を担保している。
　公募要領等説明会で配付した資料については、後日ホーム
ページで公表し広く周知することにより、透明性を高めるよう
にしている。

　基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ）及び萌芽研究（平成２１年度から挑
戦的萌芽研究）に加え、平成２０年度において、基盤研究
（Ｃ）及び若手研究（Ａ・Ｂ）についても応募手続の完全電子
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④電子システムの導入・活用
効率性

（Ｃ）及び若手研究（Ａ Ｂ）についても応募手続の完全電子
化を行ったことにより、応募書類の確認や整理作業を人手によ
り行う必要がなくなり、業務の効率化が更に進んだ。
　なお、１０月中旬以降、電子申請システムにアクセスが集中
した一時期に、システムがつながりにくい状況が発生したが、
速やかに所要の措置を講じた。
　また、基盤研究、萌芽研究（平成２１年度から挑戦的萌芽研
究）及び若手研究に加え、平成２０年度において、特別推進研
究についても書面審査結果の受付の電子化を行ったことによ
り、応募手続の電子化と同様に、審査の効率化が進んだ。

④電子システムの導入・活用
有効性

　基盤研究等の応募手続の完全電子化により、応募時に入力ミ
スがあれば、電子システムによりチェックされることとなって
おり、応募者へのサービス向上に寄与しているほか、研究機関
側の応募書類の確認や整理のための作業負担が軽減され、研究
機関における業務の簡素化にも寄与している。
　書面審査における評定表の電子システムを改修し、審査意見
記入欄を拡大したことにより、書面審査委員の審査意見の更な
る充実が期待できるようになっている。

④電子システムの導入・活用
公正性・透明性

　書面審査における評定表の電子化により、合議審査におい
て、研究課題ごとに各審査委員の専門分野、評点、コメントを
一括表示することが可能になり、審査の公正性を高めている。

⑤科学研究費補助金説明会の実
施
効率性

　全国を７地区に分け、地区ごとに一定の出席者数を確保した
上で公募要領等説明会を開催することにより、少ない開催回数
（８回。関東・甲信越地区は対象研究機関を半数ずつに分けて
２回開催）で、多くの研究者や事務担当者等（約3,100名）に
対し、効率的に制度を周知することができた。
　また、文部科学省と共同で実施することにより、担当する研
究種目ごとに単独で説明会を開催することと比較し、効率的な
情報提供を行うことができた。

さらに 限られた説明の機会を効率的に活用するため 公募　さらに、限られた説明の機会を効率的に活用するため、公募
に関する情報とともに、不正使用等の防止及び繰越制度につい
ての情報提供も行った。
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（4）指摘事項に対する見直し状況

⑤科学研究費補助金説明会の実
施
有効性

　公募要領等説明会において、公募要領や研究計画調書等の変
更点をわかりやすく説明することにより、研究者や事務担当者
等の理解を促進することができた。
　また、研究機関等が実施する事業説明会にも積極的に出席
し、多くの研究者や事務担当者に事業についての正しい理解を
持ってもらうことができた。さらに、大規模の説明会と比較し
て、出席者からの質問に対し、より丁寧に対応することがで
き、出席者の事業についての理解をより深めることにつながる
とともに、出席者と十分な意見交換を行うことができた。

⑤科学研究費補助金説明会の実
施
公正性・透明性

　公募要領等説明会については、特定の地域に偏ることなく地
域バランスに配慮して全国を７地区に分け、地区ごとに説明会
会場を設定した。
　また、研究機関等が実施する事業説明会への出席に当たって
も、特定の地域に偏ることなく地域バランスに配慮して、全国
各地の研究機関等に赴き、制度の周知を図った。
　さらに、公募要領等説明会に出席できなかった研究者や事務
担当者等が説明会資料を容易に入手することができるよう、
ホームページで資料を公開した。

１．「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性につ
いて』における指摘事項を踏まえた見直し案（平成18年12月15日文部科学省）第１－１　学術
研究の助成（科学研究費補助金）に係る業務の見直し」

科学研究費補助金については 競争的資金全体のマネジメントの一環として 不合理な重複
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答申・提言等
による

指摘事項

　科学研究費補助金については、競争的資金全体のマネジメントの一環として、不合理な重複
及び過度の集中の排除並びに不正使用及び不正受給の防止対策を強化することとする。このた
め、以下の見直しを行う。
　③さらに、交付した科学研究費補助金が交付対象研究者の所属する大学等において適正に管
　　理されるよう、科学研究費補助金の応募時に、検収体制の整備やその状況の報告を義務づ
　　けるなど、当該大学等における機関管理や監査を徹底させるとともに、日本学術振興会に
　　おける監査を充実することとする。

４．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）（略）事業運営においては、競争的資金制度改革の率先、研究成果の把握とわかりや
    すい情報発信による投資効果の国民への説明とともに、引き続き研究費の不正使用等防止
    対策の着実な実施や研究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努めるべきで
    ある。

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）平成19年度に
係る業務の実績に関する評価（全体）
（イ）（略）事業運営においては、研究成果の把握とわかりやすい情報発信を行うとともに、
    引き続き研究費の不正使用等防止策の着実な実施や研究費の効率的使用のための配分機関
    としての取組に努めるべきである。

２．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学
研究費補助金）等助成事業】
　②競争的資金の不合理な重複、過度の集中、不正使用及び不正受給を防止するため、具体の
　　取組や組織体制の整備を含めた仕組みを平成19年度末までに構築するものとする。また、
    平成20年１月から稼働する予定の府省共通研究開発管理システムを活用する。
　③審査・配分に係る業務の人員・体制について、競争的資金の制度・目的に応じた効率化の
    取組を引き続き進める。
　④審査・評価業務の効率化を図り、応募者及び審査者双方の利便性の向上を図るため、応募
    手続及び審査業務を完全電子化する。
　⑤平成20年度応募分から、「研究機関の公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基
    準）に基づく体制整備等の状況報告書」の提出を応募要件とする。

4650



自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(2)）

２．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学
研究費補助金）等助成事業】
　②不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発管理システムを活用し、
　　審査結果を他の競争的資金の配分機関に対し提供している。また、文部科学省との適切な
　　役割分担のもと、同省の定めるガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けてい
　　る報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把握し、必要に応
　　じ、適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を徹底させている。
　③審査・配分に係る業務の人員・体制については、軽微な事務処理の外部委託等を進め、業
　　務の効率化を図りつつ、強化している。
　④応募手続及び審査業務を完全電子化するため、システム開発等を進めている。
　⑤平成２０年度応募分から、「研究機関の公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基
　　準）に基づく体制整備等の状況報告書」の提出を応募要件としている。

見直し状況

１．「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性につ
いて』における指摘事項を踏まえた見直し案（平成18年12月15日文部科学省）第１－１　学術
研究の助成（科学研究費補助金）に係る業務の見直し」
　③平成２０年度科学研究費補助金の応募から、交付した科学研究費補助金が交付対象研究者
　　の所属する大学等において適正に管理されるよう、検収体制の整備やその状況の報告を応
　　募要件として義務付けた。また、当該大学等における機関管理や監査を徹底させるため、
　　事業説明会等において注意喚起、指導等を行うとともに、大学等を対象とした現地調査
　　を行っている。

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）平成19年度に
係る業務の実績に関する評価（全体）
（イ）不正使用や不正行為を防止するため、関係規程等を整備し、不正使用や不正行為を行っ
　　た者に対しては、一定期間、応募・申請を制限する罰則を設けて、厳格に対応している。
　　　また、研究機関において適正に研究費の管理が行われるよう、毎年事業説明会等におい
　　て、具体的な事例を示して、注意喚起、指導を行っている。

研究費の効率的な使用のため 直接経費の各費目において 自由に変更できる割合を
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（5）評価資料

①募集業務
　平成２１年度科学研究費補助金（特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ｓ・Ａ・Ｂ））の公
募について（通知）
　平成２１年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の公募について（通知）
　平成２１年度科学研究費補助金（若手研究（ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ））の公募について（通知）
　平成２１年度科学研究費補助金公募要領・研究計画調書
　平成２１年度科学研究費補助金公募要領等説明会資料
②交付業務
　科学研究費補助金（基盤研究等）交付要綱
　科研費ハンドブック（研究者用、研究機関用）
③不正使用及び不正受給の防止
　科学研究費補助金（基盤研究等）取扱要領
　科学研究費補助金の使用について各研究機関が行うべき事務等（平成２０年度）
　平成２１年度科学研究費補助金公募要領等説明会資料
　科研費ハンドブック（研究者用、研究機関用）
④電子システムの導入・活用
　該当なし
⑤科学研究費補助金説明会の実施

４．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）不正使用や不正行為を防止するため、関係規程等を整備し、不正使用や不正行為を行っ
　　た者に対しては、一定期間、応募・申請を制限する罰則を設けて、厳格に対応している。
　　　また、研究機関において適正に研究費の管理が行われるよう、毎年事業説明会等におい
　　て、具体的な事例を示して、注意喚起、指導を行っている。
　　　研究費の効率的な使用のため、直接経費の各費目において、自由に変更できる割合を
　　３０％から５０％に引き上げるとともに、直接経費に使途に制限のない他の経費を加えて
　　使用することを可能にしている。

　　　研究費の効率的な使用のため、直接経費の各費目において、自由に変更できる割合を
　　３０％から５０％に引き上げるとともに、直接経費に使途に制限のない他の経費を加えて
　　使用することを可能にしている。

⑤科学研究費補助金説明会の実施
　平成２１年度科学研究費補助金公募要領等説明会資料
　事業説明会資料
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自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(３)　研究成果の適切な把握及び社会還元・普及

①研究成果の把握・公表
　平成１９年度に終了した研究課題の研究実績の概要について、国立情報学研究所のデータベースにより広く公
開する。また、平成１９年度に研究期間が終了した研究課題の研究成果報告書については、国立国会図書館関西
館に納本させるとともに、その研究成果の概要について、国立情報学研究所のデータベースにより広く公開す
る。

②ひらめき☆ときめきサイエンス事業
　我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科学研究費補助金による研究成果をわかりやすく
説明することなどを通じて、学術と日常生活との関わりや学術がもつ意味に対する理解を深める機会を提供する
「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」を全国各地の大学で幅広く実施
する。

①研究成果の把握・公表
　平成１９年度に終了した研究課題の研究実績の概要について、国立情報学研究所のデータベース（KAKEN：科
学研究費補助金データベース）により広く公開した。また、平成１９年度に研究期間が終了した研究課題の研究
成果報告書については、国立国会図書館関西館に納本させるとともに、その研究成果の概要について、国立情報
学研究所のデータベースにより広く公開した。このデータベースでは、研究成果として報告のあった研究論文や
産業財産権についての検索も可能となっている。
　また、特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び学術創成研究費については、研究進捗評価等により成果把握に取り
組んだ。その際、適切な評価体制の整備を図るとともに、その結果については、ホームページにおいて広く公開
した
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

した。

②ひらめき☆ときめきサイエンス事業
　我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科学研究費補助金による研究成果をわかりやすく
説明することなどを通じて、学術と日常生活との関わりや学術がもつ意味に対する理解を深める機会を提供する
「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」を全国各地の９２大学で１６２
プログラム（昨年度は１１２プログラム）実施した。

評価の観点 達成度

①研究成果の把握・公表
効率性

　平成１９年度に終了した研究課題の研究実績の概要について
は、国立情報学研究所のデータベースで広く公開することによ
り、関連研究者以外の多くの方々にも効率的に情報を提供する
ことを可能にしている。
　また、平成１９年度に研究期間が終了した研究課題の研究成
果報告書は、国立国会図書館関西館に納本させるとともに、そ
の研究成果の概要は、研究実績の概要と同様、国立情報学研究
所のデータベースで広く公開することにより、効率的に情報を
提供することを可能にしている。

①研究成果の把握・公表
有効性

　国立情報学研究所のデータベースにおいて、平成１９年度に
終了した研究課題の研究実績の概要及び平成１９年度に研究期
間が終了した研究課題の研究成果の概要について広く公開して
おり、多くの人々が有効に活用できるようにしている。
　また、国立国会図書館関西館に納本される冊子体の研究成果
報告書を閲覧することにより、研究成果の詳細な内容について
把握することが可能となっており、研究成果に関する情報提供
を有効に行っている

Ｓ

を有効に行っている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(3)）

②ひらめき☆ときめきサイエン
ス事業

　プログラムの実施に当たっては、施設見学や講義に偏ること
なく、実際に手を動かす実験などを積極的に組みこんだ内容で
実施するよう大学に依頼し、本事業の目的を十分に達成できる
ようにしている

①研究成果の把握・公表
公正性・透明性

　平成１９年度に終了した研究課題の研究実績の概要及び平成
１９年度に研究期間が終了した研究課題の研究成果の概要につ
いては、国立情報学研究所のデータベースで広く公開すること
により、関連分野の研究者以外の者も容易に研究の概要や成果
を把握し、活用することができるようになっている。
　また、国立国会図書館関西館に納本される冊子体の研究成果
報告書については、国立国会図書館のホームページ の国立国
会図書館蔵書検索・申込システムから検索することができるよ
うになっている。

②ひらめき☆ときめきサイエン
ス事業
効率性

　本事業は平成１７年度から開始し、初年度には３５プログラ
ムを実施したが、平成２０年度には全国の９２大学で１６２プ
ログラムを実施し、毎年度実施プログラム数を着実に増やして
きており、本事業が全国各地の研究者に認知されてきていると
いえる。
　参加者の募集に当たっては、ホームページに設けた申込受付
システムを利用し、実施大学と連携し広く募集活動を行ってい
る。
　また、各大学への募集要領等の連絡については、メーリング
リストを利用するとともに、各種様式等については、ホーム
ページ上からダウンロード出来るように改善し、事務手続きの
簡素化・ペーパーレス化を進めた。
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（4）指摘事項に対する見直し状況

ス事業
有効性

ようにしている。
　また、平成２０年度には、参加者が１万人を達成したことを
記念して特別プログラムを実施した。

②ひらめき☆ときめきサイエン
ス事業
公正性・透明性

　人文・社会科学から自然科学まで様々な分野の研究者などで
構成される委員会において、実施方針を決定するとともに、実
施プログラムの選考を行った。なお、委員名簿については、
ホームページ上で公開している。
　また、プログラムの終了後は、実施の様子や内容を多くの
小・中学生、高校生に迅速に公開するため大学からの報告後直
ちに、ホームページに掲載した。

１．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学
研究費補助金）等助成事業】
　①助成を行った研究課題について、大型の課題に対する追跡調査等成果把握の仕組み、成果
    公開・普及の仕組みを平成19年度末までに構築する。

２．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）（略）事業運営においては、競争的資金制度改革の率先、研究成果の把握とわかりやす
    い情報発信による投資効果の国民への説明とともに、引き続き研究費の不正使用等防止対
    策の着実な実施や研究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努めるべきであ
    る。

答申・提言等
による

指摘事項

49 53



自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(3)）

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（項目別－４）
　　また、平成19年度においては、整理合理化計画に基づき、特別推進事業に係る追跡評価の
  仕組みを構築しており、第二期中期目標期間においても引き続き成果把握・公開・普及に努
  めることが望まれる。

１．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学
研究費補助金）等助成事業】
　①特別推進研究については、平成１９年度に追跡調査による成果把握の仕組み、成果公開・
　　普及の仕組みを構築した。

２．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）研究成果の把握と情報発信については、毎年度終了する研究課題の研究実績の概要及び

研究期間終了後に国立国会図書館関西館に納本される研究成果報告書の研究成果の概要

４．文部科学省独立行政法人評価委員会平成19年度に係る業務の実績に関する評価「研究成果
の社会還元・普及」
　平成17年度から始められた「ひらめき☆ときめき　サイエンス」については、平成19年度
は、78大学112プログラムで着実に実施されている。今後は、本事業の趣旨を広く理解してもら
い、さらに多くの大学等の参加が得られるように努めることが望まれる。

５．文部科学省独立行政法人評価委員会中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（項目別
－13）
　平成17年度より開始した「ひらめき☆ときめきサイエンス事業」などのように研究成果を研
究者のみならず、社会に対して発信し普及を図っている。着実に参加者が増加しており、今後
の更なる拡充が望まれる。

答申・提言等
による

指摘事項
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（5）評価資料

①研究成果の把握・公表
　該当なし
②ひらめき☆ときめきサイエンス事業
　ひらめき☆ときめき サイエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI募集要領
　平成２０年度実施プログラム一覧

ひらめき☆ときめきサイエンス事業パンフレット

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（項目別－４）
　　研究成果については、毎年度、研究実績の概要を提出させること並びに研究期間終了後に
　研究成果報告書及びその概要を提出させることにより把握し、国立情報学研究所のデータベ
　ース等で公開することにより普及に努めている。

    研究期間終了後に国立国会図書館関西館に納本される研究成果報告書の研究成果の概要
    を国立情報学研究所のデータベースにより広く公開している。また、研究成果報告書につ
　　いては、国立国会図書館関西館で閲覧することを可能としており、詳細な研究成果に関す
　　る情報の提供に努めている。なお、平成２０年度の研究成果報告書から、現在の冊子体の
　　様式を簡略化し、すべて国立情報学研究所のデータベースにおいて公開することとしてお
　　り、更に情報発信機能を高めることとしている。

４．文部科学省独立行政法人評価委員会平成19年度に係る業務の実績に関する評価「研究成果
の社会還元・普及」

５．文部科学省独立行政法人評価委員会中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（項目別
－13）

　ひらめき☆ときめきサイエンス事業については、平成１７年度から開始し、初年度には３５
プログラムを実施したが、平成２０年度には全国の９２大学で１６２プログラムを実施し、毎
年度実施プログラム数を着実に増やしてきている。

見直し状況

　ひらめき☆ときめきサイエンス事業パンフレット
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自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(4)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

(４)　助成の在り方に関する検討

  学術研究における様々な特性・ニーズを踏まえた助成の在り方について、学術システム研究センターの機能を
活用しつつ検討を行い、事業の改善に反映させる。

　 学術システム研究センターに、科学研究費補助金に関するワーキンググループを設けており、平成２０年度
には、特別推進研究の審査システムの国際化、挑戦的萌芽研究の審査基準、若手研究（スタートアップ）の研究
計画調書・審査基準の見直し、更なる審査の充実策、審査委員の負担軽減策などについて検討を行い、事業の改
善に反映させた。

評価の観点 達成度

　学術システム研究センターは、人文・社会科学から自然科学
までの様々な研究分野の第一線の教授クラスの研究者で構成さ
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（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

　

（5）評価資料

学術システム研究センター研究員名簿

効率性・有効性

までの様々な研究分野の第 線の教授クラスの研究者で構成さ
れており、特別推進研究の審査システムの国際化、挑戦的萌芽
研究の審査基準、若手研究（スタートアップ）の研究計画調
書・審査基準の見直し、更なる審査の充実、審査の負担軽減な
どについて、効率的に検討することができた。また、その検討
に基づく改善内容は、学術研究における様々な特性やニーズを
踏まえたもので大変有効なものとなっている。

公正性・透明性

　学術システム研究センターは、人文・社会科学から自然科学
までの様々な研究分野の第一線の教授クラスの研究者で構成さ
れ、研究員の名簿はホームページで公開されており、公正性・
透明性にも配慮している。

１．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）（略）事業運営においては、競争的資金制度改革の率先、研究成果の把握とわかりやす
    い情報発信による投資効果の国民への説明とともに、引き続き研究費の不正使用等防止対
    策の着実な実施や研究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努めるべきであ
    る。

１．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）文部科学省が定める方針等のほか、学術システム研究センターの機能を有効に活用しな
    がら制度の改善を図っている。

Ａ

学術システム研究センタ 研究員名簿
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自己点検・外部評価全体シート（第1-3）

掲載箇所 中期計画 ５頁 年度計画 ５頁 事業報告書 ３６頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　３　研究者の養成

３　研究者の養成
　大学院博士課程（後期）学生や博士の学位を有する者等のうち優れた研究能力を有する若手研究者に一定期間
資金を支給し、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら生活の不安なく研究に専念できる環境を整
備するため、特別研究員事業等を、計画的・継続的に推進する。
　国際舞台で活躍できる世界レベルの研究者を育成するため、研究者個人への海外派遣に加え、組織的な研究者
海外派遣支援を計画的・継続的に推進する。
男女共同参画社会の形成の一環として、女性研究者の参画を促進するため、審査委員に積極的に女性を登用する
とともに、出産・育児に配慮した取組を推進する。また、政府の留学生政策等を踏まえ、優れた外国人留学生に
配慮した取組など、我が国の研究者養成に資する効果的な事業の実施を検討し、進める。

（１）選考審査の適切な実施
　各種事業の支援対象者の選考審査は、学術システム研究センターの機能を有効に活用して、以下の体制によ
り、競争環境の中で能力や資質に優れた者を厳正に審査し、採用する。
①　学識経験者により構成される特別研究員等企画委員会の審議により、若手研究者の主体性を重視し、目的や
対象者層に応じた審査方針を整備する。
②　審査の独立性を確保する観点から、我が国の第一線の研究者を審査委員等とする特別研究員等審査会を設置
し、審査方針に基づき、書面審査に加え面接審査を効果的に活用して、選考審査を実施する。
③　審査委員等は、学術システム研究センターからの推薦に基づき、役員等により構成される特別研究員等審査
会委員等選考会において選考する
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会委員等選考会において選考する。
④　書面審査及び面接審査に当たって、学術システム研究センターは、支援対象者ごとに専攻分野に応じた適正
な審査委員等を割振る。その際、審査の公平性を確保する観点から、利害関係者を排除する。
⑤　審査の透明性を確保する観点から、審査方針等をホームページ等で公開する。
⑥　審査結果を申請者に適切にフィードバックし、詳細な開示を推進する。
⑦　研究奨励金については、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を防止するため、研究奨励金
の募集要項に、特別研究員として採用された場合に同機構の奨学金を辞退する旨を掲載するとともに、同機構の
協力を得て研究奨励金の採用内定者が奨学金を受給していないかを組織的に確認する。

（２）事業の評価と改善
　各種事業の評価は、学術システム研究センターにおいて、特別研究員等審査会が実施した審査内容等の検証・
分析をもって行う。評価結果については、特別研究員等審査会の審査業務等の改善につなげるとともに、学識経
験者からなる特別研究員等企画委員会において調査審議し、改善内容の検討を行う。
改善内容については、次年度の募集要項等に適切に反映させるとともに、ホームページ等にも掲載し広く公開す
る。

（３）特別研究員事業
　大学院博士課程（後期）学生及び博士の学位を有する者等で優れた研究能力を有し、我が国の大学その他の研
究機関で研究に専念する若手研究者を「特別研究員」として採用し、経歴・年齢等に応じた適切な額の資金（研
究奨励金）を支給する。
特に優れた研究能力を有する博士の学位を有する者等については、若手研究者の世界レベルでの活躍を期して、
能力に応じた処遇を確保する。
　また、対象者に応じた多様な採用区分を設け、分野の特性等を踏まえた採用計画を毎年度整備し、幅広い研究
分野における優れた若手研究者を計画的・継続的に採用する。その際、博士課程（後期）学生への支援について
は、第３期科学技術基本計画等に十分配慮した上で、本事業を推進する。
ただし、特別研究員（２１世紀ＣＯＥプログラム）については、「独立行政法人整理合理化計画」に基づき、平
成20年度まで支援する。

　海外を含めた多様な研究環境の選択による研究能力の向上を図るため、博士の学位を有する者等については、
採用者のうち博士の学位を取得した所属研究室以外の場で研究する者の割合９０％以上に向けた取組みを推進す
るとともに、採用期間中における一定期間の海外における研究活動を奨励する。
また、支援を受けた研究者の研究能力の向上の観点から、各種事業における支給の効果について適切に評価す
る。
特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専門的知識を生かす企業等の職に就
いている者の状況を分析し 社会への貢献を検証するとともに 調査結果をホ ムペ ジ等で国民に判りやすいいている者の状況を分析し、社会への貢献を検証するとともに、調査結果をホームページ等で国民に判りやすい
形で公表する。
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2．意義・必要性

　第１期科学技術基本計画の「ポストドクター等１万人支援計画」、第２期科学技術基本計画の「人材の流動性
向 「若 究者 自立性 向 等 施策を踏 が 学術 究 将来を担う優れ 若 究者

（４）海外特別研究員事業
　我が国の大学等学術研究機関に所属する常勤の研究者や博士の学位を有する者等の中から優れた若手研究者を
「海外特別研究員」として採用し、海外の特定の大学等研究機関において長期間研究に専念させるため、滞在費
等を支給する。
その際、第３期科学技術基本計画等における世界レベルの若手研究者養成のための国際研鑽機会の充実に十分配
慮した上で、本事業を推進する。

　海外特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専門的知識を生かす企業等の
職に就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証するとともに、調査結果をホームページ等で国民に判り
やすい形で公表する。

（５）若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム
　我が国の大学が海外の大学等と組織的に連携し、若手研究者が海外において研究活動を行うなど、国際的な研
さん機会を提供する若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラムの充実を図る。

（６）日本学術振興会賞
　我が国の優秀な学術の研究者養成に資するため、優れた若手研究者を顕彰する日本学術振興会賞を実施する。
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3．年度計画

の向上」、「若手研究者の自立性の向上」等の施策を踏まえ、我が国の学術研究の将来を担う優れた若手研究者
の養成・確保に資することを目的とした各事業を実施している。
　優れた研究者の養成・確保を推進することの必要性については、引き続き科学技術・学術審議会基本計画特別
委員会「第3期科学技術基本計画の重要施策－知の大競争時代を先導する科学技術戦略－（中間とりまとめ）」
や総合科学技術会議「『科学技術に関する基本施策について』に対する答申」、第３期科学技術基本計画「人材
の育成、確保、活躍の促進」においても指摘されているところである。

３　研究者の養成
（１）全般的な取組み（p.56-59）
（２）選考審査の適切な実施（p.60-61）
（３）事業の評価と改善（p.62-63）
（４）特別研究員事業（p.64-67）
（５）海外特別研究員事業（p.68-69）
（６）若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（p.70-71）
（７）日本学術振興会賞（p.72-73）
（８）若手研究者の自立的研究環境促進プログラム（p.74-75）
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4．得られた成果に関する評価

　研究者の養成に係る事業については、特別研究員等企画委員会や、学術システム研究センターに設置した作業
部会等による検討を踏まえて、「研究者養成」の観点に立った、それぞれのプログラムに適した適切な選考シス
テムを構築し、選考審査を実施している。
　独立性が確保された特別研究員等審査会は、委員47名、専門委員約1,800名で構成され、書面審査、合議審
査、面接審査を経て内定者を選考している。
　審査方針、選考方法等については、募集要項、ホームページ等で公開し、透明性を確保している。
　事業の評価・改善についても、特別研究員等企画委員会や、学術システム研究センターの作業部会において、
検証、評価を行ったうえで、改善等の検討を行っている。
　特別研究員事業、海外特別研究員事業については、合計2,500人以上を平成20年度に新規に採用した。また、
平成21年度採用分については、両事業合わせて11,000人を超える申請を受付け、審査を経て、2,700人余りの内
定者を選考した。さらに、平成20年度中に、5,400人余りに対し、円滑に研究奨励金、滞在費等を支給した。
　研究分野における男女共同参画を推進する取り組みとして、特別研究員及び海外特別研究員について、出産・
育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いを希望者に対して行った。（特別研究員：67人。海外特別研究員：3
人）また、特別研究員については、中断中も短時間の研究を行うことで、中断後の研究の再開が円滑に図られる
よう、中断期間中に研究奨励金の半額を支給する研究再開準備支援の取扱いを希望者について併せて行った。
（17人）
　若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラムについては、平成21年度採用分について、国際事
業委員会において、審査方針に基づき、書面審査、合議審査及びヒアリング審査により選考を行い、採択機関を
決定した。（申請数29件、採択数10件、採択率34.5％）また、平成20年度採択中の機関に対し、適切な運営につ
いての助言を与えるとともに、円滑に資金を交付した。（20機関）
　日本学術振興会賞については、平成20年度受賞者について、日本学術振興会賞審査会において、審査方針に基
づき選考を行い、受賞者を決定した。（候補者数374人、受賞者数24人）また、授賞式を滞りなく開催した。
　男女共同参画社会の形成の一環として、女性研究者の参画を促進するため、特別研究員等審査会の委員等の選
考については、適任者を選考することを前提としながら、女性研究者の登用に配慮しながら行った。

54

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：研究者の養成】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

17,153,340
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

　研究者の養成については、科学技術基本計画の第１期から第３期を通じて、その必要性・重
要性が謳われている。その実施に際しては、目的や対象者層に応じた制度設計、公正性・透明
性のある選考、円滑な資金の交付の三つが重要なことと考えられる。
　平成20年度においては、特別研究員等企画委員会や、学術システム研究センターに設置した
作業部会において、研究者養成事業の制度や審査方法の検証及び見直しを行い、審査関係情報
の更なる開示や申請書の改定等の改善を行った。また、5,400人を超える特別研究員や海外特別
研究員に支給する資金を少人数の職員によって遅滞なく支給したことは評価できる。
　若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラムについては、日本人若手研究者
に海外での研鑽の機会を付与する事業として重点的に取り組んでいるところであり、その期待
も大きい。平成20年度おいては、新規10課題を含む20課題に拡大して支援を実施し、円滑に資
金を交付した。採択課題20機関において、延べ168人の若手研究者が海外に派遣された。
　日本学術振興会賞については、人文・社会科学から自然科学の全分野を対象に創造性の豊か
で優れた研究を進めている若手研究者を見いだし、早い段階に顕彰することによって研究意欲
を向上させることを目的とした、これまでに例のない振興会独自の取組である。平成20年度に
おいては、著名な研究者で構成される審査会を開催し、24名の受賞者を決定した。また、授賞
式についても、秋篠宮同妃両殿下のご臨席を得て、円滑に実施した。
　研究分野における男女共同参画の推進に積極的に取り組んだ。
　引き続き、研究者の養成事業を着実に実施することとしたい。

Ｓ
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7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ｓ

8．中期計画の進捗状況

　中期計画を踏まえ、特別研究員事業、海外特別研究員事業等を、計画的・継続的に推進している。
　「選考審査の適切な実施」について、学術システム研究センターの機能を有効に活用し、厳正に審査を行っ
た。
　「事業の評価と改善」について、学術システム研究センターによる審査内容等の検証・分析を行い、審査業務
等の改善につなげ、また、改善内容等を広く公開した。
　「特別研究員事業」について、優れた研究能力を有する大学院博士課程在学者や博士の学位を持つ者等を特別
研究員に採用し、研究奨励金を支給した。博士の学位を持つ者等のうち、特に優れた者については、特別研究員
（SPD）として、その能力に応じた処遇で採用した。
　また、対象者に応じた採用区分を設け、分野の特性等を踏まえた採用計画を立て、幅広い分野における優れた
若手研究者を計画的・継続的に採用した。特に博士課程在学者については、第3期科学技術基本計画等を踏ま
え、採用者数の拡充を図った。なお、特別研究員（21世紀COEプログラム）については、平成20年度をもって終
了した。
　博士の学位を持つ者等については、採用者のうち博士の学位を取得した所属研究室以外の場で研究する者の割
合が90％を超えた。また、採用期間中に海外での研究を奨励するため、募集要項、諸手続きの手引で周知した。
　特別研究員の採用期間終了後の進路状況調査を行った。
　「海外特別研究員事業」について、常勤研究者や博士の学位を有する者等の中から優れた若手研究者を海外特
別研究員に採用し、滞在費等を支給した。
　海外特別研究員の採用期間終了後の進路状況調査について、その調査方法等の検討を行った。
　「若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム」について、20年度において、新たに10機関を
採択し 拡充を図 た
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9．外部評価

評定

採択し、拡充を図った。
　「日本学術振興会賞」について、優れた若手研究者を選考・顕彰し、授賞式を開催した。

　学術研究の発展のためには、次代を担う創造性に富む多様な若手研究者を持続的に育成する
ことが常に求められている。研究者の養成に係る全ての事業については、特別研究員等企画委
員会等を中心に、制度や審査方法の点検・見直しが絶えず行われ、審査情報の更なる開示や申
請書の改善が着実に進められている。主な研究者養成事業である、特別研究員事業や海外特別
研究員事業については、両事業あわせて、平成20年度実績では11,000人以上の申請受付、2,700
人以上の内定者選考、2,500人以上の新規採用に係る事務、これに加えて5,400人余りの特別研
究員等に対する研究奨励金、滞在費等の支給事務が、少人数の職員によって円滑に実施されて
いる。また特別研究員等審査会については、委員47名、専門委員約1,800名という多数の審査委
員の参画を得て、審査の公平性が極めて高く保たれている。また女性委員の登用も積極的に図
られている。さらに、審査方針や選考方法等が募集要項、ホームページなどで公開され、透明
性の確保も図られている。特別研究員ＰＤの研究従事機関については、民間研究機関も対象に
している上、インターンシップへの参加を認めるなど、アカデミックな人材だけでなく、将来
企業で活躍する人材のサポートも行っている点を評価したい。
　そのほか、平成２０年度から新たに実施している、若手研究者の海外での修練プログラムを
機関毎に募集したインターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）は、時機を得た取り
組みである。ここでの若手として、女性や外国人を含めてもよいが、育成のためのシステムが
女性と外国人では異なってくるために、女性、外国人を育成対象とするプログラムがあってよ
い。その意味で、RPDは出産や育児で研究を中断した博士号所持者が性別を問わず研究に復帰す
るための画期的なプログラムであり、それを知った女子中高生が、研究者の道を目指すことを
激励することにつながることから、１０～２０年後への効果は計り知れず、画期的な事業と
なっている。
　「日本学術振興会賞」の実施により創造性に富む真の研究とは何かを示し、若手研究者に研
究意欲をかき立てる効果をもつ。「日本学術振興会賞」を、国民、特に中高生を対象にして、
やさしく紹介することは学術研究に国費を投入することの大切さを国民に知ってもらうために
優れた効果をもつであろう。

以上 全ての事業が中期計画に則って 公正性 透明性を確保しつつ 迅速かつ効率的に実

Ｓ

　以上、全ての事業が中期計画に則って、公正性・透明性を確保しつつ、迅速かつ効率的に実
施されており、事業の目的が期待以上に達成されている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(1)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(１)　全般的な取組み

　大学院博士課程（後期）学生や博士の学位を有する者等のうち優れた研究能力を有する若手研究者に資金を支
給し、支援する特別研究員事業等を以下のとおり推進する。

・新規支援対象者を採用する。
・支援対象者に対し、円滑に資金を支給する。
・特別研究員及び海外特別研究員の出産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いを実施する。また、出産育児
による中断中も短時間の研究を行うことで、中断後の研究の再開が円滑に図れるよう、中断期間中に研究奨励金
の半額を支給する取扱を実施する。
・大学院博士課程在籍者に対する支援については、優れた研究能力を有する外国人留学生についても、引き続き
採用する。
・本会の研究者養成事業について周知するため、各大学等の要望に基づき、説明会を開催する。

　大学院博士課程（後期）在学者や博士の学位を有する者等のうち優れた研究能力を有する若手研究者に資金を
支給し、支援する特別研究員事業等を以下のとおり実施した。

① 平成20年度に新規採用の特別研究員（2 433人） 海外特別研究員（141人）について その資格を確認のう
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① 平成20年度に新規採用の特別研究員（2,433人）、海外特別研究員（141人）について、その資格を確認のう
え採用した。また、平成21年度採用分の特別研究員、海外特別研究員について、特別研究員等審査会において、
審査方針に基づき、書面審査、合議審査及び面接審査により選考を行い、採用内定者を決定した。（特別研究
員：申請数10,588人、内定数2,552人、内定率24.1％。海外特別研究員：申請数762人、内定数163人、内定率
21.4％）

② 採用中の特別研究員（5,129人）、海外特別研究員（304人）に対し、円滑に研究奨励金、滞在費等を支給し
た。

③ 研究分野における男女共同参画を推進する取り組みとして、特別研究員及び海外特別研究員について、出
産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いを希望者に対して行った。（特別研究員：67人。海外特別研究員：
3人）また、特別研究員については、中断中も短時間の研究を行うことで、中断後の研究の再開が円滑に図られ
るよう、中断期間中に研究奨励金の半額を支給する研究再開準備支援の取扱いを希望者について併せて行った。
（17人）

④ 大学院博士課程在学者に対する支援については、優れた研究能力を有する外国人留学生について、引き続き
採用した。（平成20年度新規採用：56人）

⑤ 振興会の研究者養成事業について周知するため、要望のあった大学に出向き、説明会を行った。（5回）

⑥ 若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラムについては、平成21年度採用分について、国際
事業委員会において、審査方針に基づき、書面審査、合議審査及びヒアリング審査により選考を行い、採択機関
を決定した。（申請数29件、採択数10件、採択率34.5％）また、平成20年度採択中の機関に対し、適切な運営に
ついての助言を与えるとともに、円滑に資金を交付した。（20機関）

⑦ 日本学術振興会賞については、平成20年度受賞者について、日本学術振興会賞審査会において審査方針に基
づき選考を行い、受賞者を決定した。（候補者数374人、受賞者数24人）また、授賞式を滞りなく開催した。

⑧ 男女共同参画社会の形成の一環として、女性研究者の参画を促進するため、特別研究員等審査会の委員等の
選考については、適任者を選考することを前提としながら、女性研究者の登用に配慮しながら行った。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(1)）
　

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

効率的な業務の実施

　特別研究員及び海外特別研究員事業への1万1千件を超える申
請の選考・審査業務及び5千人を超える支援対象者への資金支
給業務を適切かつ効率的に実施した。
　特別研究員等企画委員会及び学術システム研究センター等に
おける検討や支援対象者からの意見等を踏まえ、政府の施策動
向や研究現場からの要請を反映した各事業の見直しを継続的に
行った。
　申請者の利便性の向上を図るため、電子申請システムの導入
にも積極的に取り組んでおり、特別研究員及び特別研究員－Ｒ
ＰＤにおいて実施している。
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事業の有効性と支援対象者養成
の成果

　特別研究員及び海外特別研究員事業は、我が国の研究者養成
の中核を担う制度である。
　特別研究員については、科学技術・学術審議会人材委員会第
二次提言においても、「特定の研究分野に限らず幅広い研究分
野にわたって優れた若手研究者を確保できる点に特徴があり、
優れた若手研究者の重要なキャリア・パスの一つとして定着し
ている。」と、高い評価を受けている。
　海外特別研究員についても、総合科学技術会議の見解の中
で、「国際的に活躍できる研究者の要請・確保の観点から、若
い時代から海外の研究活動の機会を与えることは重要であり、
着実に推進すべきである。」とされている。
　特別研究員(DC、PD、SPD)や海外特別研究員の経験者から、
第1～5回日本学術振興会賞受賞者121名のうち計58名が出てお
り、特に優秀な研究者の養成に寄与している。

Ｓ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(1)）
　

審査の公正性・透明性および不
正行為の適切な防止対策

　我が国の学界の第一線の研究者で構成される特別研究員等審
査会（委員47名、専門委員約1,800名）を設け、人材養成の趣
旨を踏まえ、専門的見地から書面審査、合議審査及び面接審査
により選考を行っている。審査に当たっては、研究分野に応じ
て8つの部会を設け、各分野の専門家の意見を反映出来る審査
体制を構築している。
　審査の公正性・透明性を確保するため、審査会委員の選考に
ついては、学術システム研究センターが審査員候補者データ
ベース等を活用して、各分野の申請状況、候補者の所属機関の
バランス及び女性研究者の登用等に配慮しつつ適切に行ってい
る。また、書面審査、面接審査における利害関係者の取扱いに
ついても厳格を期している。
　なお、特別研究員等企画委員会の意見や学術システム研究セ
ンターに設置された作業部会での検討を踏まえ、書面、合議、
面接の各段階での審査方法の見直し等を図ることにより、公正
で透明性の高い選考・審査体制の整備に継続的に取り組んでい
る。
　選考結果については、第一次選考の不合格者に、特別研究員
等審査会における各審査項目の評価及び当該領域におけるおお
よその順位を通知している。
　各事業の募集要項、申請書、審査方針、申請・採用状況及び
特別研究員等審査会委員の氏名・所属等について、本会ホーム
ページを通じて、広く一般に公開している。
　研究上の不正行為、研究費の不正使用の防止について注意を
促すため そ ような行為に対し 厳 に対処する旨を明確に
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促すため、そのような行為に対して厳正に対処する旨を明確に
し、募集要項、手引等に記載するとともに、そのような行為を
行わないという誓約書を採用者から提出させている。

男女共同参画の推進

　特別研究員事業及び海外特別研究員事業については、希望者
（男女問わず）に対し、出産・育児に伴う採用の中断及び延長
の取扱いを実施している。さらに特別研究員については、その
採用中断中も短時間の研究を継続し、研究奨励金の半額を受け
ることにより、中断後の研究の本格的再開が円滑に図られるよ
う支援するための「研究再開準備支援」の取扱いも実施してい
る。
　また、政府の方針や研究者コミュニティからの要請を踏ま
え、出産・育児による研究中断者（男女問わず）の復帰を支援
するためのフェローシップである特別研究員(RPD)を平成18年
度から実施している。
　これらにより、研究分野における男女共同参画の推進に寄与
するため積極的に取り組んでいる。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(1)）

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

科学技術基本計画（第１期）、科学技術基本計画（第２期）、科学技術・学術審議会人材委員会第二次提言「国
際競争力向上のための人材の養成・確保を目指して」（平成15年6月）、科学技術・学術審議会基本計画特別委
員会「第3期科学技術基本計画の重要施策－知の大競争時代を先導する科学技術戦略－（中間とりまとめ）」
（平成17年3月）、総合科学技術会議「『科学技術に関する基本施策について』に対する答申」（平成17年12
月）、科学技術基本計画（第３期）、平成21年度特別研究員募集要項、平成22年度特別研究員募集要項、平成21
年度特別研究員-RPD募集要項、平成22年度特別研究員-RPD募集要項、平成21年度海外特別研究員募集要項、平成
22年度海外特別研究員募集要項、特別研究員等企画委員会委員一覧、特別研究員等審査会委員等の候補者の選考

該当なし

該当なし
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22年度海外特別研究員募集要項、特別研究員等企画委員会委員 覧、特別研究員等審査会委員等の候補者の選考
及び委嘱に関する要項、特別研究員等審査会委員一覧、第5回（平成20年度）日本学術振興会賞推薦要項、特別
研究員遵守事項および諸手続の手引、海外特別研究員諸手続の手引
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(2)）

（1）年度計画

(２)　選考審査の適切な実施

①学識経験者により構成される「特別研究員等企画委員会」を開催し、若手研究者の主体性を重視しつつ、目的
や対象者層に応じた審査方針の検討を行う。

②新規支援対象者について、審査の独立性を確保する観点から、我が国の第一線の研究者を審査委員とする「特
別研究員等審査会」を設置し、審査方針に基づき、書面審査に加え面接審査を効果的に活用して選考審査を実施
し、内定する。

③引き続き公平で公正な審査体制を維持するため、書面審査の基準及び評価方法の書面審査員への周知、面接終
了後の合議審査により、精度の高い選考、評価を実施する。

④審査会委員、書面専門委員、面接専門委員の役割を明確化し、それらの役割に応じた適切な委員・専門委員を
学術システム研究センターが候補者データベースを活用して作成した候補者名簿案に基づき、「特別研究員等審
査会委員等選考会」において選考する。その際、積極的に女性を登用する。

⑤改定された特別研究員の申請資格について、適切な経過措置を講ずるとともに、説明会等を開催し、周知に努
める。

⑥審査の透明性を確保する観点から審査方針等をホームページ等で公開するとともに、不採択者に対し、その評
価結果を通知する。

⑦特別研究員に対する研究奨励金については、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を防止する
ため、採用内定者情報を同機構に提供し重複チェック等を行う。
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（2）業務実績

①　特別研究員等の選考については、学識経験者等により構成される「特別研究員等企画委員会」や学術システ
ム研究センターに設置した作業部会において、若手研究者の主体性を重視しつつ、目的や対象者層に応じた審査
方針であることの確認がなされた。

②　平成21年度採用分の特別研究員、海外特別研究員の選考については、審査の独立性を確保する観点から、我
が国の第一線の研究者を審査委員とする「特別研究員等審査会」を3回（計7日間）開催し、審査方針に基づき、
書面審査、合議審査及び面接審査を行い、内定者を選定した。

③　公平で公正な審査体制を維持するため、書面審査員に対して、審査の手引等を作成して、書面審査の基準及
び評価の方法等の周知に努めた。また、面接終了後に審査員がディスカッションする時間を取ることにより、精
度の高い選考、評価を実施した。

④　特別研究員等審査会の委員、専門委員（書面担当）、専門委員（面接担当）の役割を明確化し、それらの役
割に応じた適切な委員・専門委員を学術システム研究センターの研究員が、審査員候補者データベースを活用し
て候補者名簿案を作成し、それに基づき「特別研究員等審査会委員等選考会」において、特別研究員等審査会の
委員・専門委員を選考した。なお、選考の過程においては、適切な人材を選定することを前提としながら、女性
研究者の登用にも配慮した。

⑤　平成20年度採用分の特別研究員から改定した一連の申請資格の改定について、経過措置に沿った平成22年度
採用分の募集要項を作成、公表するとともに、変更点を広く周知するため、各機関の事務担当者を集めて、特別
研究員の募集に関する説明会を平成21年3月11日に開催した。

⑥　審査の透明性を確保する観点から、審査方針や審査の方法、書面審査セット等を振興会のホームページ上で
公開した。また、審査結果について、個別審査項目の評価、総合評価のＴスコアや不採用者の中のおおよその順
位について、書面審査で不採用となった申請者本人に開示した。なお、採用者については、振興会のホームペー
ジ上で氏名等を公開している。

⑦　特別研究員に支給する研究奨励金については、「独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃
に関する勧告の方向性」における指摘事項を踏まえた見直し案 (平成18年12月15日文部科学省)に基づき、独立
行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を防止するため、平成19年度に整えた同機構とのチェック体制
に従い 平成20年度には採用内定者情報を同機構に提供し重複チェックを行った。に従い、平成20年度には採用内定者情報を同機構に提供し重複チェックを行った。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(2)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ｓ

評価の観点 達成度

審査の公正性・透明性

　我が国の学界の第一線の研究者で構成される特別研究員等審
査会（委員47名、専門委員約1,800名）を設け、人材養成の趣
旨を踏まえ、専門的見地から書面審査、合議審査及び面接審査
により選考を行っている。審査に当たっては、研究分野に応じ
て8つの部会を設け、各分野の専門家の意見を反映出来る審査
体制を構築している。
　審査の公正性・透明性を確保するため、審査会委員の選考に
ついては、学術システム研究センターが作成した審査員候補者
データベース等を活用して、各分野の申請状況、候補者の所属
機関のバランス及び女性研究者の登用等に配慮しつつ適切に
行っている。また、書面審査、面接審査における利害関係者の
取扱いについても厳格を期している。
　なお、特別研究員等企画委員会の意見や学術システム研究セ
ンターに設置された作業部会での検討を踏まえ、書面、合議、
面接の各段階での審査方法の見直し等を図ることにより、公正
で透明性の高い選考・審査体制の整備に継続的に取り組んでい
る。
　選考結果については、第一次選考の不合格者に、特別研究員
等審査会における各審査項目の評価及び当該領域におけるおお
よその順位を通知している。なお、採用者については、振興会
のホームページ上で氏名等を公開している。
　各事業の募集要項、申請書、審査方針、申請・採用状況、採
用者一覧及び特別研究員等審査会委員の氏名・所属等につい
て、振興会ホームページを通じて、広く一般に公開している。
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（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

「「独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」におけ
る指摘事項を踏まえた見直し案　第１－２　特別研究員事業等の重点化等」
　特別研究員に対する研究奨励金については、独立行政法人日本学生機構の奨学金との重複受
給を組織的に防止する仕組みを構築する（平成19年度）。

　独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を防止するため、平成19年度に整えた
同機構とのチェック体制に従い、平成20年度には採用内定者情報を同機構に提供し重複チェッ
クを行った。

　平成21年度特別研究員募集要項、平成22年度特別研究員募集要項、平成21年度特別研究員-RPD募集要項、平成
22年度特別研究員-RPD募集要項、平成21年度海外特別研究員募集要項、平成22年度海外特別研究員募集要項、特
別研究員等企画委員会委員一覧、特別研究員等審査会委員等の候補者の選考及び委嘱に関する要項、特別研究員
等審査会委員一覧

て、振興会ホ ムペ ジを通じて、広く 般に公開している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(３)　事業の評価と改善

　特別研究員等審査会が実施した審査内容等について、学術システム研究センターにおいて分析・検証を行い、
審査業務に改善すべき点が生じた場合は、改善につなげるとともに「特別研究員等企画委員会」において検討を
行う。
　高水準の待遇で採用した者（特別研究員-SPD）については、学術システム研究センターの機能を活用して、選
考審査から支援終了後のフォローアップに至る一貫性のある評価体制のもと、支給の効果について評価し、その
結果を本人に通知する。
　改善事項については、十分な周知期間、経過措置を講じた上で、募集要項等に反映させ、ホームページへの掲
載、説明会の開催等を行い、広く周知する。

　特別研究員等審査会が実施した審査内容等について、学術システム研究センターの研究員が分析・検証を行っ
た。また、書面審査員が、より適切な審査コメントを記載するための参考になるように、書面合議審査に貢献す
る模範的な審査コメントの例を書面審査の手引に掲載すること、さらに、今後、書面合議審査に貢献する模範的
な審査コメントを残した審査員を表彰することも決定した。
　また、平成19年度に行った、平成20年度採用分特別研究員の審査内容等の分析・検証の結果を踏まえて、学術
システム研究センターに設置した作業部会の検討を経て、平成22年度採用分の特別研究員の募集から、総合・複
合新領域の一部の分科については、領域個別の審査ではなく、領域横断型の審査セットを組んで書面審査を行う
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ｓ

合新領域の 部の分科に いては、領域個別の審査ではなく、領域横断型の審査セットを組んで書面審査を行う
こと、及び、全領域の審査セットを公募時に公開することを決定した。また、特別研究員－ＰＤの申請書につい
て、研究室移動による研究の発展・展開を見るため「受入研究室の選定理由」欄を新設する等の改定を行った。
これらのことについては、振興会のホームページ上で公開するとともに、特別研究員の募集に関する説明会で周
知を図った。
　特別研究員－ＳＰＤについては、学術システム研究センターにおいて、中間評価（１年目終了後：研究発表会
を開催し、評価を担当するセンター研究員との質疑応答を踏まえて研究状況等を検証、2年目終了後：ＳＰＤ本
人の自己評価及び受入研究者が作成した評価書を基に研究状況等を検証）、事後評価(採用終了後：ＳＰＤ本人
の自己評価及び受入研究者が作成した評価書を基に採用期間全体の研究状況等を検証）を行い、その評価結果に
ついて、本人及び受入研究者に対して通知した。

評価の観点 達成度

公正性・透明性の高い審査体制
の整備

　特別研究員等企画委員会の意見や学術システム研究センター
に設置された作業部会での検討を踏まえ、書面、合議、面接の
各段階での審査方法の見直し等を図ることにより、公正で透明
性の高い選考・審査体制の整備に継続的に取り組んでいる。
　選考結果については、第一次選考の不合格者に、特別研究員
等審査会における各審査項目の評価及び当該領域におけるおお
よその順位を通知している。
　各事業の募集要項、申請書、審査方針、申請・採用状況及び
特別研究員等審査会委員の氏名・所属等について、振興会ホー
ムページを通じて、広く一般に公開している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(3)）

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
（ロ）若手研究者支援の充実のため特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、研究者へ
の支援の効果の適切な検証等により、研究者のニーズにあった制度改善を進めるべきである。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（全
体）」
（ハ）若手研究者支援の観点から、特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、研究者へ
の支援の効果の適切な検証等により、研究者のニーズにあった制度改善を進めるべきである。

　特別研究員等企画委員会及び学術システム研究センターに設置した作業部会における検討結
果を踏まえて、申請資格等の改定を着実に実施した。

　平成21年度特別研究員募集要項、平成22年度特別研究員募集要項、平成21年度特別研究員-RPD募集要項、平成
22年度特別研究員-RPD募集要項、平成21年度海外特別研究員募集要項、平成22年度海外特別研究員募集要項、特
別研究員等企画委員会委員一覧、特別研究員(SPD)の評価に関する取扱いについて（平成16年2月18日理事長裁
定）
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(4)）

（1）年度計画

(４)　特別研究員事業

　我が国の大学等の研究機関で研究に専念する優れた若手研究者を支援する特別研究員事業を円滑に実施する。
また、子育て支援や学術研究分野における男女共同参画を推進する観点も踏まえ、出産育児により研究を中断
し、優れた若手研究者が、円滑に研究現場に復帰するための支援を行う特別研究員-RPDを引き続き実施する。
　なお、特別研究員（２１世紀ＣＯＥ）については、「独立行政法人整理合理化計画」に基づき、平成２０年度
末まで支援する。

①平成２０年度支援対象者に係ること
(ⅰ)  特別研究員-DC
　我が国の将来を担う創造性に富んだ研究者を養成・確保するため採用した特別研究員-DCに対し研究奨励金を
支給する。
(ⅱ)  特別研究員-PD
　我が国の将来を担う創造性に富んだ研究者を養成・確保するため採用した特別研究員-PDに対し研究奨励金を
支給する。
(ⅲ)　特別研究員-SPD
　世界 高水準の研究能力を有する若手研究者を養成・確保するため、高水準の待遇で採用した特別研究員-SPD
に対し研究奨励金を支給する。
(ⅳ)　特別研究員-RPD
　出産・育児により研究を中断した優れた若手研究者の研究現場復帰を支援するため採用した特別研究員-RPDに
対し研究奨励金を支給する。
(ⅴ)  特別研究員（２１世紀ＣＯＥ）
「２１世紀ＣＯＥプログラム」に選定された拠点において採用された特別研究員（２１世紀ＣＯＥ）に対し研究
奨励金を支給する
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奨励金を支給する。
(ⅵ)  特別研究員（グローバルＣＯＥ）
　「グローバルＣＯＥプログラム」に選定された拠点において採用された特別研究員（グローバルＣＯＥ）に対
し研究奨励金を支給する。

②平成２１年度新規採用に係ること
  平成２１年度採用分特別研究員-DC1、DC2、PD及びRPDの公募に際し、更なる申請者の利便性向上を目的とし
て、電子的に申請書類を受け付けるシステムの改善を図る。
選考審査等に当たっては、特に以下の点に留意する。
(ⅰ)  特別研究員-PD
　選考審査に当たって、研究者の流動性向上のため、研究の場を大学院在学当時の所属研究室と同一研究室とす
る者についてはその正当性を厳しく審査する。
採用期間中に海外の研究機関等において研究活動を積極的に行うことを「募集要項」、「諸手続きの手引き」に
記載することにより奨励する。
(ⅱ)  特別研究員-SPD
　特に優れた者を採用するため、特別研究員-PDの書面審査合格者の中から優秀な者を採用する。
採用期間中に海外の研究機関等において研究活動を積極的に行うことを「募集要項」、「諸手続きの手引き」に
記載することにより奨励する。

③平成１９年度以前の支援対象者に係ること
　特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を行い、その結果をホームページ上で国民に分りやすい形で公表す
る。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(4)）

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

① 平成20年度の支援対象の特別研究員に対して、円滑に研究奨励金を支給した。また、希望者に対して、出
産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いの手続きを行った。

② 平成21年度採用の特別研究員（ＤＣ、ＰＤ、ＳＰＤ、ＲＰＤ）について、電子申請システムを用いて申請を
受け付け、特別研究員等審査会において、審査方針に基づき、書面審査、合議審査及び面接審査による選考を行
い、採用内定者を決定した。
　特にＰＤの選考に際しては、研究者の流動性向上のため、採用後の所属研究室が博士課程在学時の研究室から
移動していることの確認を慎重に行うように審査員に周知した。また、ＳＰＤの選考については、真に相応しい
者を選考出来るように面接対象者数を増加した。
　採用期間中の海外渡航の奨励を募集要項、諸手続の手引に記載した。

③ 特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を行った。進路状況調査の結果については、ホームページで公表
している。

　特別研究員事業については、「「独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方
向性について」における指摘事項を踏まえた見直し案」（平成18年12月15日文部科学省）及び「独立行政法人整
理合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）において、特別研究員事業の対象を大学院博士課程在学者（Ｄ
Ｃ）の支援に重点化すること、及び、特別研究員（21世紀ＣＯＥプログラム）を順次廃止し、より重点化した拠
点への支援に重点化することが、指摘されている。これらの指摘に対応して振興会では、ＤＣの新規採用数の拡
充を図り、また、特別研究員（21世紀ＣＯＥプログラム）への支援を平成20年度限りで終了し、特別研究員（グ
ローバルＣＯＥ）の支援に重点化を図った。なお、ＤＣの拡充については、第3期科学技術基本計画に謳われて
いる「博士課程在学者への経済的支援の拡充」にも対応している。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

効率的な業務の実施

　特別研究員事業への1万件を超える申請の選考・審査業務及
び5千人を超える支援対象者への資金支給業務を適切かつ効率
的に実施した。
　特別研究員等企画委員会及び学術システム研究センター等に
おける検討や支援対象者からの意見等を踏まえ、政府の施策動
向や研究現場からの要請を反映した各事業の見直しを継続的に
行った。
　申請者の利便性の向上を図るため、電子申請システムの導入
にも積極的に取り組んでおり、特別研究員及び特別研究員－Ｒ
ＰＤにおいて実施している。

事業の有効性と支援対象者養成
の成果

　特別研究員事業は、我が国の研究者養成の中核を担う制度で
ある。
　特別研究員については、科学技術・学術審議会人材委員会第
二次提言においても、「特定の研究分野に限らず幅広い研究分
野にわたって優れた若手研究者を確保できる点に特徴があり、
優れた若手研究者の重要なキャリア・パスの一つとして定着し
ている。」と、高い評価を受けている。
　特別研究員(PD)は、採用期間終了後5年経過後調査では、
84.7％が「常勤の研究職」に就いている。
　特別研究員(DC、PD、SPD)や海外特別研究員の経験者から、
第1～5回日本学術振興会賞受賞者121名のうち計58名が出てお
り、特に優秀な研究者の養成に寄与している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(4)）

　我が国の学界の第一線の研究者で構成される特別研究員等審
査会（委員47名、専門委員約1,800名）を設け、人材養成の趣
旨を踏まえ、専門的見地から書面審査、合議審査及び面接審査
により選考を行っている。審査に当たっては、研究分野に応じ
て8つの部会を設け、各分野の専門家の意見を反映出来る審査
体制を構築している。
　審査の公正性・透明性を確保するため、審査会委員の選考に
ついては、学術システム研究センターが作成する審査員候補者
データベース等を活用して、各分野の申請状況、候補者の所属
機関のバランス及び女性研究者の登用等に配慮しつつ適切に
行っている。また、書面審査、面接審査における利害関係者の
取扱いについても厳格を期している。
　なお、特別研究員等企画委員会の意見や学術システム研究セ
ンターに設置された作業部会での検討を踏まえ、書面、合議、
面接の各段階での審査方法の見直し等を図ることにより、公正
で透明性の高い選考・審査体制の整備に継続的に取り組んでい
る。
　選考結果については、第一次選考の不合格者に、特別研究員
等審査会における各審査項目の評価及び当該領域におけるおお
よその順位を通知している。なお、採用者については、振興会
のホームページ上で氏名等を公開している。
　各事業の募集要項、申請書、審査方針、申請・採用状況、採
用者一覧及び特別研究員等審査会委員の氏名・所属等につい
て、本会ホームページを通じて、広く一般に公開している。
　研究上の不正行為、研究費の不正使用の防止について注意を
促すため、そのような行為に対して厳正に対処する旨を明確に
し、募集要項、手引等に記載するとともに、そのような行為を
行わないという誓約書を採用者から提出させている

審査の公正性・透明性および不
正行為の適切な防止対策
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行わないという誓約書を採用者から提出させている。

Ｓ

研究者の流動性を向上させる仕
組みの構築

　特別研究員(PD)に対し、原則として、出身研究室以外の場
で、研究に従事することを申請資格としている。これにより、
平成20年度新規採用者のうち、博士の学位を取得した所属研究
室以外の場で研究する者の割合は9割以上（96.4％）となっている。

若手研究者に対する海外渡航奨
励策の実施

　特別研究員(PD)については、採用期間中に海外において研究
することを、募集要項や手引に記載することにより、奨励して
いる。
　平成20年度末で採用期間が終了する予定であった者のうち、
3割以上（34.5％）の者が一ヶ月以上海外渡航した。

男女共同参画の推進

　希望者（男女問わず）に対し、出産・育児に伴う採用の中断
及び延長の取扱いを実施している。その採用中断中も短時間の
研究を継続し、研究奨励金の半額を受けることにより、中断後
の研究の本格的再開が円滑に図られるよう支援するための「研
究再開準備支援」の取扱いも実施している。
　また、政府の方針や研究者コミュニティからの要請を踏ま
え、出産・育児による研究中断者（男女問わず）の復帰を支援
するためのフェローシップである特別研究員(RPD)を平成18年
度から実施している。
　これらにより、研究分野における男女共同参画の推進に寄与
するため積極的に取り組んでいる。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(4)）

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第１－２　特別研究員事業等の重点化等」
特別研究員事業等については、事業の重点化等の観点から、以下の措置を講ずることとする。
①特別研究員事業の対象を大学院博士課程在籍者に重点化する（平成19年度）。
②特別研究員（21世紀COEプログラム）について、各拠点の時限の到来に伴い順次廃止し、より
重点化された拠点への支援に縮小する（平成19年）。

「整理合理化計画　別表【研究者養成のための資金の支給】」
○特別研究員（21世紀COEプログラム）については、順次廃止し、より重点化された拠点への支
援に重点化する。
○特別研究員事業の対象を大学院博士課程在学者（DC）の支援に重点化する。また、大学等の
研究に関する人材養成を促進するため、海外特別研究員事業と海外での研さん機会を付与する
事業を一体的に実施し、その効果が 大限発揮できるよう事業を重点化する。

　ＤＣの採用数の拡充（平成19年度から370人増）を図り、また、特別研究員（21世紀ＣＯＥプ
ログラム）への支援を平成20年度限りで終了し、特別研究員（グローバルＣＯＥ）の支援に重
点化を図った。なお、ＤＣの拡充については、第3期科学技術基本計画に謳われている「博士課
程在学者への経済的支援の拡充」にも対応している。
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（5）評価資料

　科学技術基本計画（第１期）、科学技術基本計画（第２期）、科学技術・学術審議会基本計画特別委員会「第
3期科学技術基本計画の重要施策－知の大競争時代を先導する科学技術戦略－（中間とりまとめ）」（平成17年3
月）、総合科学技術会議「『科学技術に関する基本施策について』に対する答申」（平成17年12月）、科学技術
基本計画（第３期）、平成21年度特別研究員募集要項、平成22年度特別研究員募集要項、平成21年度特別研究員
-RPD募集要項、平成22年度特別研究員-RPD募集要項、特別研究員等企画委員会委員一覧、特別研究員等審査会委
員等の候補者の選考及び委嘱に関する要項、特別研究員等審査会委員一覧、第5回（平成20年度）日本学術振興
会賞推薦要項、特別研究員遵守事項および諸手続の手引、海外特別研究員諸手続の手引
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(5)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(５)　海外特別研究員事業

　海外の大学等研究機関に優れた若手研究者を派遣する海外特別研究員事業を円滑に実施する。
　海外特別研究員が、安心して長期間研究に専念できる環境を整備するため、派遣される国・地域ごとの特殊性
などに関し、採用者を対象とするアンケート調査等を行う。
　海外特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専門的知識を生かす企業等の
職に就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証するとともに、調査結果をホームページ等で国民にわか
りやすい形で公表する。

　平成20年度の支援対象の海外特別研究員に対して、円滑に渡航費、滞在費等を支給した。また、希望者に対し
て、出産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いの手続きを行った。
平成21年度採用の海外特別研究員について、特別研究員等審査会において、審査方針に基づき、書面審査、合議
審査及び面接審査による選考を行い、採用内定者を決定した。
海外特別研究員が安心して長期間研究に専念できる環境を整備するため、採用者を対象にアンケート調査を行
い、その結果に基づき、振興会が支給する滞在費の中から保険料を差し引き、まとめて海外旅行傷害保険に加入
することにより、海外特別研究員が安価で保険に加入できるようにした。
海外特別研究員の採用期間終了後の進路状況調査について、その調査方法等の検討を行った。
海外特別研究員事業については、「独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方
向性について」における指摘事項を踏まえた見直し案（平成18年12月15日文部科学省）及び「独立行政法人整理
合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）等において、日本人の若手研究者に海外での研鑽機会を付与する事
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）等において、日本人の若手研究者に海外での研鑽機会を付与する事
業に重点を置くこと等の指摘を受けており、採用者数の拡充（平成19年度から2名増）を図っている。

評価の観点 達成度

効率的な業務の実施

　海外特別研究員事業への800件程度の申請の選考・審査業務
及び300人を超える支援対象者への資金支給業務を適切かつ効
率的に実施した。
　特別研究員等企画委員会及び学術システム研究センター等に
おける検討や支援対象者からの意見等を踏まえ、政府の施策動
向や研究現場からの要請を反映した各事業の見直しを継続的に
行った。
　電子申請システムを部分的に導入し、書面審査については、
電子的に行っている。

事業の有効性と支援対象者養成
の成果

　海外特別研究員事業は、我が国の研究者養成の中核を担う制
度である。
　海外特別研究員については、総合科学技術会議の見解の中
で、「国際的に活躍できる研究者の要請・確保の観点から、若
い時代から海外の研究活動の機会を与えることは重要であり、
着実に推進すべきである。」とされている。
　特別研究員(DC、PD、SPD)や海外特別研究員の経験者から、
第1～5回日本学術振興会賞受賞者121名のうちが計58名出てお
り、特に優秀な研究者の養成に寄与している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(5)）

審査の公正性・透明性および不
正行為の適切な防止対策

　我が国の学界の第一線の研究者で構成される特別研究員等審
査会（委員47名、専門委員約1,800名）を設け、人材養成の趣
旨を踏まえ、専門的見地から書面審査、合議審査及び面接審査
により選考を行っている。審査に当たっては、研究分野に応じ
て8つの部会を設け、各分野の専門家の意見を反映出来る審査
体制を構築している。
　審査の公正性・透明性を確保するため、審査会委員の選考に
ついては、学術システム研究センターが作成する審査員候補者
データベース等を活用して、各分野の申請状況、候補者の所属
機関のバランス及び女性研究者の登用等に配慮しつつ適切に
行っている。また、書面審査、面接審査における利害関係者の
取扱いについても厳格を期している。
　なお、特別研究員等企画委員会の意見や学術システム研究セ
ンターに設置された作業部会での検討を踏まえ、書面、合議、
面接の各段階での審査方法の見直し等を図ることにより、公正
で透明性の高い選考・審査体制の整備に継続的に取り組んでい
る。
　選考結果については、第一次選考の不合格者に、特別研究員
等審査会における各審査項目の評価及び当該領域におけるおお
よその順位を通知している。なお、採用者については、振興会
のホームページ上で氏名等を公開している。
　各事業の募集要項、申請書、審査方針、申請・採用状況、採
用者一覧及び特別研究員等審査会委員の氏名・所属等につい
て、本会ホームページを通じて、広く一般に公開している。
　研究上の不正行為、研究費の不正使用の防止について注意を
促すため、そのような行為に対して厳正に対処する旨を明確に
し、募集要項、手引等に記載するとともに、そのような行為を
行わないという誓約書を採用者から提出させている。

Ａ
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（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

海外特別研究員事業の採用者数の拡充（平成19年度から2名増）を図っている。

科学技術・学術審議会人材委員会第二次提言「国際競争力向上のための人材の養成・確保を目指して」、科学技
術 学術審議会人材委員会第三次提言「科学技術と社会という視点に立 た人材養成を目指して」 平成21年度

男女共同参画の推進
　希望者（男女問わず）に対し、出産・育児に伴う採用の中断
及び延長の取扱いを実施している。

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第１－３　学術に関する国際交流の促進のための事業の
重点化」
①日本人の若手研究者に海外での研鑽機会を付与する事業に重点をおくこととし、外国人特別
研究員事業の規模を縮小する（平成19年度）。

「整理合理化計画　別表【研究者養成のための資金の支給】」
○特別研究員事業の対象を大学院博士課程在学者（DC）の支援に重点化する。また、大学等の
研究に関する人材養成を促進するため、海外特別研究員事業と海外での研さん機会を付与する
事業を一体的に実施し、その効果が 大限発揮できるよう事業を重点化する。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　外国人特
別研究員事業」
　今後、整理合理化計画等に基づき、日本人若手研究者の海外での研鑽機会の付与のための事
業に重点化を図っていく必要がある。

術・学術審議会人材委員会第三次提言「科学技術と社会という視点に立った人材養成を目指して」、平成21年度
海外特別研究員募集要項、平成22年度海外特別研究員募集要項、海外特別研究員の選考方法、海外特別研究員諸
手続の手引
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(6)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

(６)　若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム

　我が国の若手研究者が海外で活躍研さんする機会の充実・強化を図ることを目的とし、我が国の大学が海外の
大学等と組織的に連携し、若手研究者が海外において一定期間研究活動に専念する機会を提供することを支援す
る。

　平成19年度、20年度採択分の計20件については、事業計画書に基づき円滑に資金を支給し、大学における若手
研究者の派遣に資した。また、必要に応じ振興会職員が対面指導を行いアドバイス等を行った。
　平成21年度採択分の課題については国際事業委員会において、審査方針に基づき書面審査及びヒアリング審査
により選考を行い、9機関10事業を採択した。選考方法・選考結果等はホームページにおいて公開した。

評価の観点 達成度
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評定評価の観点 達成度

適切な事業の実施

　採択20機関で、のべ168人の若手研究者が海外に派遣され、若手
研究者が海外で活躍・研鑽する機会の提供が行われた。パートナー
機関との共同企画はのべ28回開催された。
　事業の実施計画、実施報告等については随時ホームページ上に
アップし、成果の公開・共有に努めている。

審査における公正性・透明性の
確保

　全国一括で公募を実施し、公募に際してはホームページ上の
他、メールマガジンやリーフレットによる周知を行い、効率的
かつ適切に実施した。
　また、書面審査を効率的に実施するため、電子審査システム
の構築を行った。ヒアリング審査においてもオンラインによる
評価システムを改修し、より汎用性の高いものを構築し、効率
化を図った。
　選考結果については、選考終了後すみやかにHP上に結果を掲
載した。書面審査で不採択となった大学に対して、不採択機関
の中でのおおよその順位を通知し、ヒアリング審査で不採択と
なった大学に対しては国際事業委員会委員のコメントを通知し
ている。
また、書面審査結果は毎年学術システム研究センターを活用し
て検証を行い、審査の公正性の確保に努めている。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(6)）

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

『整理合理化計画　別表【学術の国際交流事業の促進事業】』
「○日本人の若手研究者に海外での研さん機会を付与する事業に重点を置くため、外国人特別
研究員事業の規模を縮小し、効果的に研究者養成が実施できるよう見直しを行う。」

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第１－３　学術に関する国際交流の促進のための事業の
重点化」
①日本人の若手研究者に海外での研鑽機会を付与する事業に重点をおくこととし、外国人特別
研究員事業の規模を縮小する（平成19年度）。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　外国人特
別研究員事業」
　今後、整理合理化計画等に基づき、日本人若手研究者の海外での研鑽機会の付与のための事
業に重点化を図っていく必要がある。

　平成20年度は新規10課題を含めた計20課題に拡大して支援を行った。
（平成19年度予算200（百万円）→平成20年度予算360（百万円））

若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）事業平成21年度採用分募集要項、実施状況
（申請・採用状況及び実施プログラム一覧）
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（申請・採用状況及び実施プログラム 覧）

71 75



自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(7)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(７)　日本学術振興会賞

　我が国の学術研究の水準を世界のトップレベルにおいて発展させるため、創造性豊かな優れた研究を進めてい
る若手研究者を見い出し、早い段階から顕彰してその研究意欲を高め、独創的、先駆的な研究を支援する日本学
術振興会賞の募集、選考、授賞に係る業務を円滑に実施する。

　平成20年度の授賞については、我が国の大学等学術研究機関及び学協会に第5回（平成20年度）推薦要項を送
付し、推薦の受付を行った。今年度新たに推薦された者と前年度から引き続き審査の対象となる者（キャリー
オーバー）を合わせて候補者として、学術システム研究センターにおいて予備的審査を実施した。その際、学際
的な分野の研究に対する審査については、複数分野の専門家による慎重な評価を行うため、他領域への推薦で
あっても学際領域に当たる推薦については、関係する領域においてもチェックを行った。この結果を踏まえて、
日本学術振興会賞審査会（委員長：江崎玲於奈（財）茨城県科学技術振興財団理事長／横浜薬科大学長、計13名
で構成。）において選考を行い、受賞者を決定した。また、この受賞者の中から日本学士院において、日本学士
院学術奨励賞の受賞者が選定された。
　授賞式は、平成21年3月9日に秋篠宮同妃両殿下のご臨席を得て、日本学士院で開催し、受賞者に賞状、賞牌及
び副賞として研究奨励金110万円が授与された。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

効率的な業務の実施

　特別研究員事業等他の振興会事業と同様に、公募により大学
等関係機関に候補者の推薦を依頼することにより、幅広く優れ
た受賞候補者の推薦を受け付けることが可能となっている。推
薦要項については、我が国の学術研究機関及び学協会等3,079
機関に送付するとともに、ホームページや科学専門誌等にも掲
載して、その周知に努めた。
　推薦書類は2年間有効とし、翌年度も引き続き選考対象とす
る仕組みを取り入れている。
　授賞式の開催にあたっても、日本学士院の協力を得ることに
より効率的に実施している。

顕彰の有効性

　人文・社会科学から自然科学の全分野を対象に優れた研究業
績を有する若手研究者を幅広く顕彰する制度としては、我が国
においてこれまで例のないものである。優れた研究を進めてい
る若手研究者を見い出し、早い段階から顕彰してその研究意欲
を高め、独創的、先駆的な研究を支援することは、世界をリー
ドする研究者の育成に資するとともに、我が国の学術研究全般
の推進にも大きく寄与する制度である。
　また、学界を代表する世界的に著名な研究者で構成される審
査会においては、候補者の研究業績の卓越性及び将来性につい

Ｓ

査会においては、候補者の研究業績の卓越性及び将来性につい
て非常に熱心な議論を経て、受賞者の選考が行われた。
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（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　日本学術
振興会賞」
若手研究者を顕彰する本賞の意義は極めて高く、今後、本賞の国内外における知名度と意義の
向上を図っていくことが重要である。

選考の公正性・透明性

　受賞者の選考にあたっては、利害関係者の取り扱いについて
厳格を期し、公平性の確保に努めた。
　審査結果の公表については、振興会ホームページに掲載する
とともに、報道機関へ資料を配布する等積極的に行い、同時に
推薦を依頼した全国の各研究機関および学協会へ受賞者を紹介
したパンフレットを送付した。
　選考に関わった学術システム研究センター研究員及び日本学
術振興会賞審査会委員の名簿は、振興会ホームページにも公表
している。
　また、平成18年度より、我が国で活躍している外国人にも授
賞対象を拡大している。
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見直し状況

（5）評価資料

国公私立大学、学協会等、3,079機関に推薦要項及びポスターを送付し推薦を依頼した。
日本学術振興会賞の授賞式の記事を学術雑誌等の広告記事として掲載した。

科学技術基本計画（第2期）、科学技術・学術審議会人材委員会第三次提言「科学技術と社会という視点に立っ
た人材養成を目指して」（平成16年7月）、第5回（平成20年度）日本学術振興会賞推薦要項、日本学術振興会賞
審査会委員名簿、第5回日本学術振興会賞受賞者一覧
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（1）年度計画

（2）業務実績

(８)　若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラム

　科学技術振興調整費における若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラムについて、選考委員会委員の推
薦等、適切な審査が行われるよう協力する。

　若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラムについて、選考委員会委員の推薦等、適切な審査が行われる
ように協力した。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

評価の観点 達成度

該当なし

該当なし

選考委員会委員の推薦の公正
性・透明性

　学術システム研究センターの協力を得て、若手研究者養成に
対する見識があり、審査・評価等の経験が豊かな研究者を選考
委員会委員に推薦した。
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（5）評価資料

公募要領、振興会パンフレット、文部科学省のホームページ（該当箇所）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-4）

掲載箇所 中期計画 ７頁 年度計画 ８頁 事業報告書 ４８頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　４　学術に関する国際交流の促進

４　学術に関する国際交流の促進
　国際的な共同研究を積極的に促進するなど、日本の研究水準、国際競争力の一層の向上を目指し国内外からの
要請に応えるべく、我が国を代表する資金配分機関として戦略的に以下の取組を行う。
なお、公募事業については、学術システム研究センターや国際事業委員会の機能を有効に活用し、審査の透明
性・公平性を確保しつつ、競争環境の中で厳正な審査を行う。
　
（１）諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進
　日本の研究水準の向上、国際競争力の強化を一層進めるため、諸外国の学術振興機関との協定等に基づく、国
際共同研究、セミナー開催などの事業を実施することにより、学術ネットワークの構築を進める。これらの活動
を円滑に推進するため、諸外国の学術振興機関との協力関係をさらに強化・発展させる。
欧米等学術先進諸国との交流については、対等な立場での協力により、日本の国際競争力を高め、世界トップレ
ベルの研究水準を維持し、さらに向上させる。
アジア諸国、特に国際的な研究開発能力を飛躍的に増しつつある韓国、中国、インドとの学術交流を戦略的に推
進するための取組を支援することにより、相互的な学術発展を図る。
アフリカ・中東諸国等との交流については、長期的視野に立って、外交的な観点や多様な研究ニーズなど様々な
学術に関する国際交流の必要性を踏まえ、関係機関と連携を図りつつ促進する。
また、海外研究連絡センターにおいては、当該国の学術振興機関との有機的な協力の下、セミナー、シンポジウ
ム等を実施する。
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（２）研究教育拠点の形成支援
　我が国の学術研究機関が先端研究分野において世界を代表する研究教育拠点となることを目指し、諸外国の
トップレベルの学術研究機関との多国間交流ネットワークの構築・強化、若手研究者の育成等を通じ、その萌芽
段階にある拠点の形成を支援する先端研究拠点事業等を推進する。

（３）若手研究者育成のためのセミナー
　日本と先進諸外国の新進気鋭の若手研究者が、学際的な観点から先端的な研究課題について、積極的に討議し
情報発信を行う機会を提供する、先端科学(Frontiers of Science)シンポジウム事業等を実施する。

（４）アジア・アフリカ諸国との交流
　アジア・アフリカ諸国との学術連携・協力の深化を図るため、アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学
術基盤形成事業及び日中韓フォーサイト事業等により、研究拠点構築や研究者交流を積極的に促進する。具体的
には、それぞれの国の学術の発展段階等も踏まえながら、共同研究・セミナー等の効果的な実施を促進する。
　とりわけ、我が国と緊密な関係にあるアジア諸国については、各学術振興機関間、大学・研究所間、さらには
個々の研究者間など多層的なネットワークを我が国が主導的に形成するための取組を実施することにより、アジ
アにおける学術コミュニティの構築、同地域における先端研究や共同課題解決研究の推進及び若手研究者の育成
を図る。
なお、拠点大学交流事業については、アジア研究教育拠点事業など公募により相手方に対等な負担を求める方式
による事業へと転換し、平成２３年度までに段階的に廃止する。

（５）研究者の招致
　多様な発想と経験を有する内外の研究者が我が国の大学等研究機関で切磋琢磨する研究環境を創出するため、
次世代の研究を担う優秀な若手研究者や世界的研究業績を有する第一線の著名研究者等、様々なキャリアステー
ジにある優れた外国人研究者招致のための取組を推進する。
　また、日本での研究滞在を終え、母国に帰国した後の研究者コミュニティの形成・強化を図ることも視野に入
れ、多様な招へい方法による、きめ細やかな対応を行う。
　さらに、招へいした外国人研究者の協力を得て、高校生に科学や国際社会への関心を深めさせることを目的と
したサイエンス・ダイアログ事業を全国各地で広く実施する。
　なお、外国人特別研究員については、全体として効率化を図っていくよう検討を行い、大学等のニーズに即
し、効果的に研究者養成が実施できるよう見直しを行う。
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2．意義・必要性

　振興会の国際交流事業は、研究者の招へい事業から協定に基づく二国間の交流事業、多国間交流事業まで様々
なプログラムにより構成され、研究者の個人レベルからグループ、機関単位の交流の促進に至るまで、人文・社

（６）大学等における研究環境の国際化支援
　日本の大学の国際化を促進させるため、職員養成のための取組や大学の組織的な研究者の派遣・受入れ、国際
的な共同研究など大学の国際展開を支援するほか、多様な研究環境国際化のための取組を積極的に行う。
　海外研究連絡センターにおいて、各大学と協力し、各大学が主催するシンポジウムの共催、後援、大学改革の
動向に関する調査協力や大学が設置する海外拠点の連携強化等を通じて、各大学の海外展開を積極的に支援す
る。

（７）事業の評価と改善
　日本の研究水準、国際競争力の一層の向上を目指し、学術システム研究センター等の機能を活用しつつ、国際
共同研究の基本的な方向性についての検討を行う。また、効率的かつ効果的な業務運営の観点から、事業開始か
ら長期間経過した事業や応募件数の少ない小規模事業、海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）について
は、交流相手のニーズ・特性、我が国の研究者の意見を考慮しつつ、費用対効果の検証を行うほか、研究者への
サービス向上を図るなど不断の見直しを行う。併せて、各海外研究連絡センターにおいては我が国の各大学との
協力・連携による活動や機能の強化を図るとともに、海外の学術振興機関との間で事業の有効性・適切性を相互
に評価するなど、事業の成果及び効果を把握することに努め、事業の改善に反映させ、その成果について広く公
開する。
　なお、ワシントン研究連絡センターについては、独立行政法人科学技術振興機構のワシントン事務所の機能に
も着目しつつ、効率的な運営の観点から、同事務所の共同設置・運用を行う。
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3．年度計画

な グラ より構成され、研究者 個人 ル らグル 、機関単位 交流 促進 るま 、人文 社
会科学から自然科学までの全ての学問分野にわたり、世界各国を対象に、我が国の学術の国際交流の促進を図る
ための総合的な取組を実施している。
　第1期及び第２期科学技術基本計画（平成13年3月30日閣議決定）に引き続き、第３期科学技術基本計画（平成
18年3月28日閣議決定）に示されている科学技術・学術における「国際活動の体系的な取組」を図るうえで極め
て重要な役割を果たしている。
　また、「経済財政改革の基本方針2008」（平成20年6月閣議決定）は、「科学技術外交を強化する」と謳って
いるが、その具体的取組の指針となる「科学技術外交の強化に向けて」（平成20年5月総合科学技術会議）にお
いては、科学技術外交を推進する基盤の強化を目的とし、「我が国と諸外国の学術振興機関間や大学間協定等の
枠組みを活用しながら国際研究交流を推進し、研究者の国際ネットワークを強化するとともに、国際的に活躍で
きる若手研究者を育成する」とされている。
　これらの趣旨のもと、諸外国の対応機関等と研究者の相互交流を行う国際交流事業は、着実に実施されること
が必要とされている。

４　学術に関する国際交流の促進
（１）諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進（p.80-81）
（２）研究教育拠点の形成支援（p.82-85）
（３）若手研究者育成のためのセミナー（p.86-87）
（４）アジア・アフリカ諸国との交流（p.88-91）
（５）研究者の招致（p.92-93）
（６）大学等における研究環境の国際化支援（p.94-95）
（７）事業の評価と改善（p.96-97）
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4．得られた成果に関する評価

　諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進については、振興会は、諸外国の学術振興機
関（43か国、２国際機関を含む計85機関）と協定・覚書等による協力関係を有しており、引き続き学術国際交流
の土台となる海外の学術振興機関との協力関係を維持・発展させ、新規の協定締結、協定・覚書等の改正・見直
しを行った。当事業は研究者からも高い満足を得ている。
　研究教育拠点の形成支援については、先端研究拠点事業の実施により効果的かつ影響力のある研究ネットワー
クを構築及び、当該ネットワークを活用して若手研究者を中長期に派遣することでの体系的な若手研究者の育成
に貢献した。また、日独共同大学院プログラムの実施により組織的な大学院教育の国際化及び若手研究者の育成
に貢献することができた。
　若手研究者育成のためのセミナーとしては、先端科学シンポジウム事業、日欧先端科学セミナーの実施を通じ
て、適切なプログラムを策定することでシンポジウム等の質を確保しつつ、次世代の研究者の育成に貢献した。
　アジア・アフリカ諸国との交流については、アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学術基盤形成事業、
日中韓フォーサイト事業、アジア科学技術コミュニティ形成戦略事業、論文博士号取得希望者への支援事業、ア
ジア学術セミナー等を実施し、アジア・アフリカにおける研究教育拠点及び科学技術コミュニティの形成を図
り、また、アジア地域の研究人材の育成と人的ネットワークの構築に寄与した。
　研究者の招致については、さまざまなキャリアステージの外国人研究者を我が国に招へいする事業として、外
国人特別研究員事業（一般／欧米短期／サマー・プログラム）、外国人研究者招へい事業（短期／長期）、著名
研究者招へい事業を実施。また、従来の個人招へい型事業に加え、大学等学術研究機関における組織的な招へい
の取組を支援する「若手研究者交流支援事業」を新たに開始したことにより、多様な招へい方法を整備し、大学
等のニーズに即した効果的な研究者養成を図った（国際機関（ASEAN事務局）からの受託事業）。また、振興会
事業経験者による研究者コミュニティを支援することで、諸外国において振興会の事業の広報・普及が図られた
だけでなく、新たに優秀な若手研究者の本会事業への参加を促進することができた。さらに、サイエンス・ダイ
アログ事業の拡大により、アウトリーチ活動もより一層の充実を見た。
　大学等における研究環境の国際化支援としては、学術の国際交流を促進する上で重要な大学の国際展開を支援
するために、国際研究集会の実施支援や国際学会等への派遣事業を着実に実施するとともに、海外研究連絡セン
ターを活用しての大学支援の他、大学国際戦略本部強化事業を通じて国内外の大学の国際化の取組をシンポジウ
ム等で広く共有・普及を行った。

事業 価 改善 際事業委 会 審査 価を う も 学術 究
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5．決算額（支出額） 【セグメント区分：国際交流】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

9,795,711
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

　振興会の国際交流事業は、世界レベルでの学術研究の発展、持続発展的研究ネットワークの
構築の観点から重要な制度であり、国内外のニーズに沿った多種多様な事業を、海外の学術振
興機関との緊密な協力関係を土台に 先端の学術動向を踏まえて、適切かつ柔軟に対応してい
る。
　今後も引き続き海外の学術振興機関との協力関係を一層充実させるとともに、それを土台に
多国間交流、アジアの学術コミュニティの形成、外国人研究者の招へい、若手研究者への国際
的な研鑽機会を提供する事業等を着実に実施する必要がある。また、海外研究連絡センターと
も連携しつつ、大学の国際化支援を一層推進する必要がある。

Ａ

　事業の評価と改善については、国際事業委員会における審査・評価を行うとともに、学術システム研究セン
ターとの連携により、審査・評価体制の公正性・透明性の向上を一層図るべく、新規事業の募集・審査等の在り
方について議論し、書面審査結果の分析・検証を行った。また、海外の学術振興機関との連携により、国際交流
事業の改善に向けての検討を行うことができた。
　海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、平成20年8月の文部科学省独立行政法人評価委員会
における評価結果を踏まえ、東京本部及び各海外研究連絡センターとの連携を一層強化するため、新たに「大学
国際化支援海外連携本部」を設置するとともに、活動状況のさらなる検証を行い、効率的な業務運営に努めつ
つ、海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）の特性を踏まえた機能の充実を図った。
　海外研究連絡センター（ワシントン）については、科学技術振興機構と共同でプロジェクトチームを設置し、
各々の事務所の機能にも着目しつつ、効率的な運営を行う観点から共同設置・運用に向けて検討を行っている。

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ
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自己点検・外部評価全体シート（第1-4）

8．中期計画の進捗状況

　公募事業の実施については国際事業委員会等において海外の学術動向や国際情勢等を総合的に勘案した審査・
評価を行うとともに、学術システム研究センターとの連携により書面審査結果の分析・検証を行うことで、透明
性・公正性を確保している。

（１）諸外国の学術振興機関との協定等に基づき、共同研究・セミナー、研究者交流を実施した。海外研究連絡
　センターにおいても、日本の優れた研究者による 先端の研究成果等を世界に向けて効果的に発信すべく、シ
　ンポジウム・セミナーを主催している。
（２）先端研究拠点事業及び日独共同大学院プログラムを通して、多国間及び二国間交流の枠組みで共同研究・
　セミナー・研究者交流を行い、拠点形成及び若手研究者育成において着実に貢献している。
（３）先端科学シンポジウム事業、日欧先端科学セミナーを通して、若手研究者の育成及び諸外国の若手研究者
　とのネットワーク形成を図っている。
（４）アジア・アフリカにおける研究教育拠点形成の推進、アジアにおける科学技術コミュニティの形成、アジ
　ア地域における研究者養成とネットワーク構築に向けて、アジア・アフリカ諸国との交流を実施している。
（５）我が国の大学等の研究者からの要請に基づき、共同研究等を実施するため、研究者のキャリアステージに
　沿い、その経歴及び訪問目的に即し、優れた外国人研究者を我が国に招へいする事業を実施することで、大学
　等のニーズに即した効果的な研究者養成を図っている。また、外国人特別研究員における新規採用数の減員及
　び予算の減額により、規模を縮小した。
（６）国内外で開催される国際的な研究集会への支援を行う外、大学国際戦略本部強化事業や海外研究連絡セン
　ターによる活動を通して、大学の国際化支援を実施している。
（７）国際交流事業の企画・立案・実施については、学術システム研究センターと連携し、その基本的な方向性
　について検討を行っている。海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、平成20年8月の文部科
　学省独立行政法人評価委員会における評価結果を踏まえ検証を行い、効率的な業務運営に努めつつ、機能の充
　実を図るべく措置した。ワシントン研究連絡センターについては、独立行政法人科学技術振興機構のワシント
　ン事務所の機能にも着目しつつ、効率的な運営の観点から、同事務所の共同設置・運用に向けて検討・協議を
　開始した。
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9．外部評価

評定

　国別の共同研究制度、海外派遣制度など、めざましく進められている。厳正な審査の結果、
国際共同研究等が選定され、国際交流の目的を果たしている。諸外国の学術振興機関との協力
による国際的な共同研究等の促進については、学術ネットワークの強化を進めると共に、その
効果を確認する努力を行っており、事業の効率的・効果的な推進と審査の公正性・透明性の確
保を実現していると評価できる。
　研究教育拠点の形成支援については、先端研究拠点形成及び若手研究人材育成の両面に於い
て着々と実績を積み重ねている。特に日独共同大学院プログラムは興味深い目論見であり、将
来の発展が期待できる。若手研究者育成のためのセミナーについては、二つの事業それぞれに
於いて実績を上げつつある。わが国にとって人材育成の重要性は論を待たないが、特に国際交
流を通した人材育成は今後の 重要課題であると考えられる。
　アジア・アフリカ諸国との交流については、将来の大きな発展を目指した戦略的発想に基づ
いた複数の事業を組み合わせて行っており、今後の発展が期待できる。ノーベル賞受賞者を招
いてシンポジウムなどを行うことは、多くの国民の理解を得るには絶好の機会であり、平成２
０年度は日本に係わる４名のノーベル賞受賞者を出していることから、大きなチャンスを得
た。
　研究者の招致事業は従来大きな成果を挙げてきたが、今後は若手研究者の育成に重点をおい
たプログラムに適切に移行する方向で努力が認められる。
　大学等における研究環境の国際化支援については、事業を適切に継続している。
　海外研究連絡センターと現地の機関との共同でのフォーラム開催などが活発になされてい
る。海外の学術動向の調査・情報収集に関して、海外研究連絡センターの一層の努力により、

先端研究の動向や研究者の動向も収集して国内に迅速に流すシステム作りを期待したい。大
型競争的資金が、他方で国際交流を易しくしている現状では、学術振興会の国際交流のあり方
について、新しい試み、例えば、優れた研究を行った融合分野や、新分野の若手にウエイトを
置くなどを、提案することなども望みたい。
　国際交流事業全般に関する見直しを現時点で行うことは適切な判断であると評価できる。
　何事も時間が経つにつれて、関係者や経験者だけの狭い範囲でしか機能しなくなるなど、 制
度として不本意な方向に進んでしまうことがある。したがって、適切にスクラップ＆ビルドす
ることが重要である

Ａ

ることが重要である。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(1)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(１)　諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進

　諸外国の学術振興機関との協定等に基づき、共同研究、セミナーの開催、研究者交流を支援する事業を実施す
る。その際、各国の研究水準・研究ニーズや外交的な観点等様々学術に関する国際交流の必要性に配慮ししつ、
円滑に実施する。特にインド・韓国については、両国の研究者により構成される委員会を活用して運営する。
　また、海外研究連絡センターにおいては、当該国との学術振興機関との有機的な協力の下、セミナー、シンポ
ジウム等を実施する。

　諸外国の学術振興機関との協定等に基づき実施される二国間交流事業においては、40カ国、63機関との協定等
に基づき、513件の共同研究・セミナー、275人の研究者交流を実施した。共同研究・セミナーについては、委託
契約に基づき旅費、消耗品費等、セミナー開催経費等を支援し、研究者交流においては旅費、滞在費等を支給し
た。また、インド、韓国については、それぞれ第12回日印自然科学合同評議会（於　横浜）、第18回日韓基礎科
学合同委員会（於　慶州）を開催した。
　海外研究連絡センターにおいては、現地の学術振興機関や大学等と共催でシンポジウム等を開催し、日本の優
れた研究者による 先端の研究成果等を世界に向けて効果的に発信した。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

学術ネットワークの強化

　引き続き諸外国の学術振興機関との協定等に基づき、共同研
究・セミナー、研究者交流を実施した。海外の学術振興機関と
の協力関係は、学術国際交流の土台となるものであり、平成20
年度はスウェーデンイノベーションシステム開発庁
（VINNOVA）との協定を新たに締結し、海外の学術振興機関と
のネットワークを更に発展させた。
　またアンケート調査によると、約93％が、相手国研究者との
共著論文や大学間協定の締結計画等、当該事業で得られた成果
をさらに発展させる計画を持っていることが報告されており、
学術ネットワークの構築・発展が図られている。
　さらに、海外研究連絡センターにおいて海外の学術振興機関
等との共催でシンポジウムを開催することにより、経費の節減
を図るとともに、効果的に日本の 新学術情報を発信し、日本
と当該国間における新たな研究者ネットワーク構築のきっかけ
となった。

効率的・効果的な事業の実施

　二国間交流事業は、振興会と相手国の学術振興機関が経費を
分担して実施される。そのため、振興会が単独で実施する場合
に比べ、振興会の経費負担が抑えられている。また、申請受
付、書面審査業務は電子システムにより効率的に実施されてい
る。
　審査方針に「若手研究者養成への貢献」「社会的貢献」を挙
げ、学術的観点からのみならず若手研究者養成、研究成果の社
会還元にも留意している。
　平成20年度は、インド科学アカデミー（INSA)との交流形態
を共同研究方式から研究者交流方式へ変更すること、及び申請
実績が低いニュージーランド保健研究学術会議（HRC)との交流
事業を中止し、HRC所管分野（保健・医学）の交流を他の2機関
に移管することを合意する等、相手国学術振興機関との間で事
業を検証し 必要な見直しを行った

Ｓ

業を検証し、必要な見直しを行った。
　アンケート調査によると、約93％が当該事業に満足してお
り、効率的、効果的に実施されている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(1)）

　

（4）指摘事項に対する見直し状況

審査における公正性・透明性の
確保

　二国間交流事業は、3名の研究者による書面審査（ピア・レ
ヴュー）の後、振興会の国際事業委員会による合議審査、相手
国対応機関との協議を経て採択を決定している。
　審査方針、国際事業委員会の氏名・所属、申請・採択件数に
ついて振興会ホームページ上で公開している。
　また、平成20年度より、共同研究・セミナーの報告書をホー
ムページで公開した。

相手国学術振興機関との間で事業を検証し インド科学アカデミ （INSA)との交流事業の形

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（項目別
－7）」
　今後、地球規模での環境問題など国際的に協同して取り組むべき課題の解決などの基盤とな
る学術研究の推進を担う本事業は、我が国が国際競争力のある国として発展するうえで必要不
可欠であり、海外研究連絡センター等を活用し、事業の効果の検証や成果の把握・公開に努め
るなど各種事業を効果的・効率的に実施し、諸外国の研究機関と緊密な連携をより強化するこ
とが望まれる。

答申・提言等
による

指摘事項

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　協定の見
直し」
　事業の効果・成果を適切に把握・検証・公開し、事業や協定の見直しに結びつけて行く必要
がある。
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（5）評価資料

募集要項（二国間交流事業共同研究・セミナー、日仏交流促進事業、特定国派遣研究者）、共同研究・セミナー
事務取扱の手引、特定国派遣研究者事務取扱の手引、来日研究者受入の手引、スウェーデンイノベーションシス
テム開発庁（VINNOVA)との協定、平成20年度海外研究連絡センター一覧

　相手国学術振興機関との間で事業を検証し、インド科学アカデミー（INSA)との交流事業の形
態を、共同研究から研究者交流に変更すること、及び申請実績が低いニュージーランド保健研
究学術会議（HRC)との交流事業を中止し、HRC所管分野（保健・医学）の交流を他の2機関に移
管することを合意する等、必要な見直しを行った。また、スウェーデンイノベーションシステ
ム開発庁（VINNOVA）と新規に協定を締結し、スウェーデンとの共同研究立ち上げの要望に応え
た。

見直し状況

　地球環境問題、食糧問題、資源・エネルギー問題など世界各国が短期的な利害を超えて国際
協調の下に推進すべき課題の解決に向けて、各国学術振興機関同士の協力、協調による課題設
定、研究者からの提案による研究の実施を行う「ボトムアップ型国際共同研究事業」の開始に
関し、G8諸国の学術振興機関へ提案し、協議を開始した。本事業の開始に向けての検討には、
各海外研究連絡センター等を活用し、各対応機関の動向に係る情報収集を行った。本事業によ
り、諸外国の学術振興機関との連携はより一層強化すると考えられる。
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（1）年度計画

（2）業務実績

(２)　研究教育拠点の形成支援

　先端研究分野において、我が国の学術研究機関が欧米等の中核的研究機関と双方向の大規模な研究交流を行う
中で、世界的水準の研究交流拠点の形成及び若手研究人材の育成を図る先端研究拠点事業を実施する。
　また、大学院教育の国際化及び博士課程における若手研究者の養成のため、ドイツ研究協会と協力し、日独の
大学が大学院における教育研究を共同で行う日独共同大学院プログラムを実施する。

　先端研究拠点事業は、先端研究分野に関して、我が国と欧米等の学術先進諸国の中核的な研究拠点をつなぐ協
力関係を強化し、国際学術交流拠点（ハブ）形成及び若手研究人材の育成を目的として実施している。実施にあ
たっては、我が国及び相手国それぞれの研究交流の中核となる機関（拠点機関）を設け、拠点機関を中心に、研
究交流に参加する研究機関（協力機関）等からなるグループを構成し、共同研究、セミナーの実施及び若手研究
者派遣を主とした研究者交流を実施している
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者派遣を主とした研究者交流を実施している。
　平成20年度は、11機関19交流を米英独仏等の15ヶ国との間で実施し、日本と複数の交流相手国との多国間交流
の枠組みで共同研究・セミナー・研究者交流を行った。平成20年度からは対象国の制限の緩和や、業務委託契約
の変更基準の緩和、参加対象者の範囲を拡大するなど、拠点機関がより研究実態に即した柔軟な研究交流を推進
できるよう改善を図った。その結果、本事業が国際的な研究協力網の構築・充実、若手研究者の育成、及び先端
的学術情報の収集に対して有用であったかのアンケートに対して全ての拠点機関から肯定的な回答が得られるな
ど、本事業が拠点形成及び若手研究者育成において着実に貢献していることが確認できた。
　拠点形成型における平成21年度分事業の募集については、申請26件から4件を採用した（採択率15.4％）。ま
た平成19年度拠点形成型の採用課題のうち、国際戦略型への移行を希望した4課題について審査を行い、うち3課
題を移行課題として採用した。書面審査においては、昨年に引き続き学術システム研究センターを活用して審査
の検証を行うなど、公正性の維持に努めるとともに、面接審査にあたっては本格的な電子審査システムを導入す
るなど、面接審査員に対する利便性の向上及び業務の効率性の向上を図った。
　事後評価については、採用期間終了課題（拠点形成型）の2件について事後評価を実施したとともに、その評
価結果をホームページ上にて公開し、事業の実施状況の把握・公開に努めた。
　さらにセミナー等の視察を19回実施し、各拠点機関における交流状況・業務遂行状況の把握、及び事業実施者
との意見交換を通して事業を見直す機会とした。
　加えて、交流相手国側においてマッチングファンドを海外の学術振興機関から獲得している課題については、
当該対応機関との覚書または支援合意書に向けて協議を開始し、内3件締結に至るなど、当該課題の海外へのア
ピールに努めた。
 
　日独共同大学院プログラムは、若手研究者に対して、より早い段階での国際経験の機会を提供できるよう、日
独大学間の共同教育研究体制を支援することを目的として、日本の学生がドイツの大学に年間10ヵ月間以内研究
滞在するための旅費、教員が相手国大学で集中講義等を行うための旅費、参加学生を中心とした共同セミナーの
開催費等を3年間支援している。
　平成20年度は、実施中の2件において日独の大学院間における研究交流を着実に実施した。実施大学に本事業
の有効性についてアンケートを行ったところ、すべての実施機関から肯定的な回答が得られたなど、日独が共同
で行う大学院教育の国際性向上及び若手研究者育成に貢献した。
　審査の進め方については、ドイツ研究協会と直接面会し双方の審査システム等の情報交換を行うなど、スムー
ズかつ適切な審査ができるよう努めた。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(2)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

　先端研究拠点事業が対象とする国際的に競争の激しい先端研
究分野において、当該分野で著名かつ主導的立場に立つ研究者
をコーディネーターとして擁する機関を拠点機関として業務を
委託することにより、効果的かつ影響力のある研究ネットワー
クを構築することができた。また、拠点機関が組織的かつ戦略
的な方針のもと、当該ネットワークを活用して若手研究者を中
長期に派遣することにより、体系的な若手研究者の育成及び当
該分野における若手研究者のプレゼンスを高めることに貢献し
た。
　先端研究拠点事業の実施にあたっては、研究設備・機材な
ど、研究実施に必要な基盤的環境が整っている研究機関を拠点
機関とし業務委託する形で実施しているが、経費の流用に関す
る委託契約の変更基準の緩和及び参加対象者の範囲を拡大する
ことにより、拠点機関がより研究実態に即した柔軟な研究交流
を推進することに貢献した。
　また、先端研究拠点事業では拠点形成型と国際戦略型の2つ
の事業枠組みを設け、拠点形成型採用課題の中から、拠点形成
型における実績や今後の研究交流計画について高い評価を得た
課題の絞り込みをおこなっているが、国際戦略型として重点的
に支援するステップアップ方式を採ることにより、事業の質を
担保している。

日独共同大学院プログラムについては ドイツ研究協会と日

効率的・効果的な事業の実施
Ａ
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　日独共同大学院プログラムについては、ドイツ研究協会と日
本と双方で審査を行うため、申請者は事前に大学院教育研究に
ついて十分な協議を行っていることが高く求められており、か
つ両国において高く評価されたプログラムが採択されることか
ら、質の高い大学院教育プログラムを実施することが可能と
なっている。プログラムの実施にあたっては、業務委託された
実施機関が教員・大学院学生の相互交流、共同セミナーと幅広
い交流形態から効果的な組み合わせを選択・実施することによ
り、組織的な国際交流の促進及び若手研究者の育成に貢献する
ことができている。

83 87



自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(2)）

審査の公正性・透明性の確保

　先端研究拠点事業及び日独共同大学院プログラムにおける審
査は、専門的見地からの書面審査、我が国の第一線の研究者か
らなる国際事業委員会における面接審査及び合議審査により
行った。特に書面審査については、昨年に引き続き学術システ
ム研究センターを活用して審査の検証を行うなど、公正性の維
持に努めた。
　また、事業趣旨、交流課題の実施状況、申請手続、審査方
針、申請・採用状況等については、ホームページにおいて随時
公表し、審査の透明性確保に配慮した。
　先端研究拠点事業については、採用期間終了課題に対して事
後評価を実施し、その結果もホームページにおいてすべて公表
している。
　日独共同大学院プログラムにおいては、合同審査の進め方に
ついてドイツ研究協会と直接面会し双方の審査システム等に情
報交換を行うなど、スムーズかつ適切な審査ができるよう努め
た。

事業成果の把握及び事業実施者

　先端研究拠点事業では11機関19交流を米英独仏等の15ヶ国と
の間で実施し、日独共同大学院プログラムでは2機関2プログラ
ムを実施した。海外への派遣総数は先端研究拠点事業では19交
流で延べ約700人、日独共同大学院プログラムでは2プログラム
で延べ約40人と、これら事業の枠組みを活用した国際交流研究
活動が着実に推進された。
　先端研究拠点事業については、当該事業が目的としている国
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（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

該当なし

事業成果の把握及び事業実施者
の満足度

先端研究拠点事業 は、当該事業 目的 し る国
際的な研究協力網の構築・充実、若手研究者の育成、及び先端
的学術情報の収集について、本事業の貢献度をアンケートによ
り照会したところ、全ての拠点機関から肯定的な回答を得てい
る。
　また、日独共同大学院プログラムについても、大学院教育の
国際化とレベル向上、国際性ある若手研究者の育成、教育課程
の国際性通用の向上等についての事業の貢献度に対するアン
ケートでは、全ての実施者から肯定的な回答を得ている。

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(2)）

（5）評価資料

先端研究拠点事業－拠点形成型－平成21年度分募集要項、先端研究拠点事業－国際戦略型（発展型）－の平成21
年度分移行審査について、先端研究拠点事業実施状況、
日独共同大学院プログラム平成21年度分募集要項、日独共同大学院プログラム実施状況
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(３)　若手研究者育成のためのセミナー

　広い学問的視野、柔軟な思考及び国際性を備えた次世代を担う研究者の養成のため、諸外国の学術振興機関と
連携し、学際的な観点から先端的な研究課題について集中的に議論を行う先端科学シンポジウム事業を実施す
る。
　また、特定の研究領域において、当該領域を担う研究者の養成及び新進気鋭の日欧研究者間のネットワーク形
成のため、欧州科学財団と協力し、著名な研究者による講義及び参加者相互の議論からなる日欧先端科学セミ
ナーを実施する。

　先端科学シンポジウムは、日本と諸外国の若手研究者が合宿形式で集い、様々な研究領域における先端科学ト
ピックについて分野横断的な議論を参加者間で集中的に行うことにより、参加した若手研究者が広い学問的視野
や柔軟な思考及び国際性を備えることを目的とする。
　平成20年度は米国科学アカデミー（NAS）等との共催で以下の4件のシンポジウムを実施し、参加者を対象に
行ったアンケートにおいて8割以上が本シンポジウムの経験が将来の研究推進にプラスとなると回答したよう
に、研究者の育成に一定の効果をあげた。また、今後の研究推進に資する新たな出会いがあったと回答した参加
者も8割以上いたように、参加者のより広いネットワーク形成にも貢献した。
　日本側参加者は、公募等により候補者の推薦を募ったうえ、振興会先端科学シンポジウム事業委員会において
業績等を勘案して適切な者を選考した。
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業績等を勘案して適切な者を選考した。
・日米先端科学シンポジウム：米国科学アカデミー（NAS）との共催で、平成20年12月5日～12月7日の3日間、米
国・アーバインで開催し、日本側39名、米国側34名、合計73名が参加した。
・日独先端科学シンポジウム：フンボルト財団（AvH）との共催で、平成20年10月31日～11月2日の3日間、ドイ
ツ・マインツで開催し、日本側30名、ドイツ側30名、合計60名が参加した。
・日仏先端科学シンポジウム：フランス高等教育・研究省（MESR）、フランス外務省（MAEE）及びフランス国立
科学研究センター（CNRS）との共催で、平成21年1月24日～1月26日の3日間、神奈川県葉山町で開催し、日本側
39名、フランス側40名、合計79名が参加した。
・日英先端科学シンポジウム：英国王立協会（Royal Society）との共催で、平成20年10月4日～10月6日の3日
間、神奈川県葉山町で開催し、日本側34名、英国側34名、合計68名が参加した。
　また、シンポジウム開催件数が増え、先端科学シンポジウム事業委員会委員だけでは実施状況を網羅すること
が難しくなったことから、過去シンポジウムにおける企画委員経験者から各シンポジウム2～3名の専門委員をお
き、シンポジウム実施状況の確認や参加者の選考をより緻密に行い、シンポジウムの質の維持を図った。
　なお、事業成果公開の観点から、アンケートの結果は、シンポジウムのプログラム、企画委員主査による実施
報告や会議資料等とあわせ、振興会ホームページに掲載した。

　日欧先端科学セミナーは、振興会と在日ＥＵ関係機関が共催した「日本と欧州の学術交流の活性化についての
会議（日-EUワークショップ）」の報告書を受け、日欧の若手研究者の育成と日欧研究者間のネットワーク形成
を目的として開催されたセミナーである。欧州科学財団（ESF）との共催で開催され、毎年テーマを設定し、第
一線で活躍する研究者による講義と日欧の若手研究者間のディスカッション等を行う合宿形式で実施する。
　平成20年度は、平成21年2月27日～3月4日の6日間、イタリア・ナポリ郊外で「社会認知神経科学」をテーマと
したセミナーを開催し、日本側29名、欧州側33名の若手研究者が参加した。参加者を対象に行ったアンケートに
おいて8割以上がセミナーの開催目的が十分に達成されたと回答したように、質の高い講義による該当領域の幅
広い知識の獲得及び若手研究者間のネットワーク形成は十分に行えた。
　日本側参加者は、公募により参加希望者を募ったうえ、コーチェアや講師を含め、振興会及びESFが協議のう
え、適切な者を選考した。
　また、事業成果公開の観点から、アンケートの結果は、セミナーのプログラムや参加者からの報告等とあわ
せ、振興会ホームページに掲載した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(3)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

次世代の研究者育成への寄与

　先端科学シンポジウムでは、セッショントピックの選定、選
定したトピックに相応しいスピーカーの選考など、参加者自ら
がシンポジウムの企画から実施に至るまで主体的に関わること
により、自身が専門とする研究領域のみならず、学術研究全体
を俯瞰する視野の広さを得る機会となっている。
　また、参加者の8割以上が今後の研究推進に資する新たな出
会いがあったと回答しているように、シンポジウムが国と研究
領域を超えた研究者との出会いの場となり、参加者のより広い
ネットワーク形成に資することができた。
　日欧先端科学セミナーにおいても、参加者の5割が自身の研
究の方向性を検討する機会となった、また7割が新たな研究協
力相手を得たと回答しているように、セミナーへの参加が、参
加者がさらに研究を進めるにあたっての良い刺激とすることが
できた。

シンポジウム等の質の確保

　先端科学シンポジウムにおいては、セッショントピックの選
定を若手研究者が自ら行い、様々な研究領域における先端的ト
ピックを適切に選定するとともに、日本側では事前検討会を開
催し、参加者間のネットワーク構築と講演方法・内容の質を高
める工夫を行い、シンポジウムの質の確保を図った。参加者ア
ンケートにおいても、8割以上が本シンポジウムで得たものが
将来の研究推進にプラスとなると回答し、また9割以上が機会
があれば同様のシンポジウムに出席したいとしている。
　日欧先端科学セミナーにおいても、テーマであった「社会認

Ａ
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（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

先端科学シンポジウム概要及び同事業委員会委員名簿、先端科学シンポジウム・プログラム（例：日英先端科学
シンポジウム） 平成20年度先端科学シンポジウム・参加者からのアンケート抜粋 日欧先端科学セミナー概

欧先端科学 ナ お も、テ あ 社会認
知神経科学」を日欧における著名な講師が多様な観点から扱
い、参加者アンケートにおいても約9割が講演内容を高く評価
し、約8割がセミナーの開催目的は十分に達成されたと回答し
ているように、質の高いセミナーを実施することができた。

適切な事業の実施

　日本開催シンポジウムについては、集中的な議論を行うとと
もに参加者間の交流を深めることができるようプログラムを策
定すると同時に、企画提案のプレゼンテーションを含めた入札
により会場選考を行った。参加者アンケートにおける会場やプ
ログラム構成を問う項目においても、平均して約9割から高い
評価を得た。
　また、相手国開催シンポジウムにおいても、手配を行う相手
国側共催機関と事業趣旨等について十分な共通理解を持つこと
に努め、開催趣旨に即した適切なプログラム及び環境を提供す
ることができた。

シンポジウム）、平成20年度先端科学シンポジウム・参加者からのアンケート抜粋、日欧先端科学セミナー概
要、日-EUワークショップの合意文書、平成20年度日欧先端科学セミナー・プログラム及び同参加者からのアン
ケート抜粋
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(4)）

（1）年度計画

(４)　アジア・アフリカ諸国との交流

①アジア・アフリカにおける研究教育拠点の形成支援等
　アジア・アフリカ諸国との共同研究拠点形成を推進するため、拠点大学交流事業、アジア研究教育拠点事業、
アジア・アフリカ学術基盤形成事業を実施する。また、中韓の対応機関との協議に基づき、日中韓フォーサイト
事業を実施する。

②アジア科学技術コミュニティ形成戦略事業
　我が国が主導的立場に立ってアジアにおける科学技術コミュニティを形成することを目的とし、「アジア学術
振興機関長会議」「HOPEミーティング」「機動的国際交流」など多層的なネットワーク形成を支援する各事業
を、文部科学省と連携しつつ戦略的に実施する。

③論文博士号取得希望者への支援事業
　論文提出により我が国の博士号取得を希望するアジアの若手研究者を支援する事業を実施する。

④アジア学術セミナーの開催
　アジアの若手研究者に 新の学術成果を紹介する「アジア学術セミナー」を中国・インド・韓国それぞれの対
応機関と協力して開催する。
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（2）業務実績

①拠点大学交流事業では、8カ国の9対応機関を通じ、18件の交流支援を行った。また、平成17年度に開始した日
中韓フォーサイト事業、アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学術基盤形成事業の公募を引き続き行い、
新規採択17件を含む43件の交流支援を行った。また、各事業においては、中間評価・終了時評価・事後評価を実
施した。

②第2回アジア学術振興機関長会議を主催し、平成21年度に共同シンポジウムを振興会の取りまとめにより実施
すること、今後の開催国（Ｈ21年度：韓国、Ｈ22年度：インド）、及び参加機関の拡大を決定した（オーストラ
リア、ニュージーランド、バングラデシュを予定）。第2回HOPEミーティングに向けた企画、組織委員会の運営
及び広報活動を重点的に行った。企画においては参加者数及び参加国数を増加し、また、ノーベル賞受賞者の講
演者数も7名に増やす等拡充を行った。また、ロゴマークの作成、専用のウェブサイト開設、パンフレット・ポ
スター・ビデオ等各種PR資料の作成を実施した。そのほか、年間を通じて14件の機動的国際交流を実施した。な
お、機動的国際交流においては、平成20年度より各大学・研究機関からの事業提案を積極的に受け付け、より広
いネットワークを活用して事業を実施している。
　
③アジア諸国の論文博士号取得希望者152人に対して学位取得のための研究に必要な支援を行った。具体的に
は、論博研究者の来日に係る旅費・滞在費等を支給するとともに、日本人研究指導者の現地での論博研究者に対
する指導のための旅費等を支給した。平成21年度分の公募では、アジア諸国から102名の申請があり、その中か
ら40名を新規に採用した。
　
④アジア学術セミナーは、平成20年度実施分より、相手国との合同委員会等において開催テーマや開催者を決定
しており、平成20年度は、中国（北京）、インド（バンガロール）、日本（川崎）において、それぞれ中国科学
院、インド科学技術庁、韓国科学財団と共催でスクール形式のセミナーを実施した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(4)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

適切な課題選定および評価の実
施

・以下のとおり3事業の募集・選定を行い、平成21年度新規課
題19件を採択した。
①日中韓フォーサイト事業：採択予定件数2件、申請件数12
件、採択課題数2件
②アジア研究教育拠点事業：採択予定件数5件、申請件数17
件、採択課題数5件
③アジア・アフリカ学術基盤形成事業：採択予定件数10件、申
請件数44件、採択課題数12件

・以下のとおり4事業について中間評価・終了時評価・事後評
価を実施した。（A～Dの4段階評価）また、評価結果を6か月以
内にHP上で公表した。
①拠点大学交流事業：平成19年度終了4課題について事後評価
の実施　4課題がB評価となった。
②日中韓フォーサイト事業：平成18年度開始2課題について終
了時評価の実施　2課題がA評価となり、2ヶ年の延長が決定し
た。
③アジア研究教育拠点事業：平成18年度開始3課題について中
間評価の実施　3課題がB評価となった。
④アジア・アフリカ学術基盤形成事業：平成17年度開始11課題
について事後評価の実施　4課題がA評価、6課題がB評価、1課
題がC評価となった。
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アジア諸国とのコミュニティ形成
（の深化）

・運営については、高い学識や経験を有する有識者による「運
営委員会」の下でｱｼﾞｱ諸国の実情に詳しい専門家により構成さ
れる「ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ会議」を今年度は6回開催し（前年度4回の開
催）、機動的国際交流の実施により細かく対応した。
・第2回ｱｼﾞｱ学術振興機関長会議(ASIAHORCs)を平成20年11月に
開催し、会合の成果として、平成21年度に各国共通の問題に対
する共同事業を行うこととなった。また、今後の開催国の決定
（第3回：韓国、第4回ｲﾝﾄﾞ）、参加機関の拡大（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾆｭｰ
ｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｼｭを予定）を決定した。
・HOPEﾐｰﾃｨﾝｸﾞについては、第2回の開催に向けて組織委員会を
設置し（委員長：野依良治・独立行政法人理化学研究所理事
長）、企画及び広報活動を行った。企画においては、第1回よ
り参加者数、参加国数を増加するとともに、ﾉｰﾍﾞﾙ賞受賞者の
講演者数も5名から7名に増やすこととした。
・機動的国際交流事業については、前年度の12件から14件実施
と2件増し、研究者間のﾈｯﾄﾜｰｸ形成等の為の事業を機動的に実
施した。

論文博士号取得支援を通じたア
ジアの若手研究者育成への寄与

　論文博士号の取得を希望する152人のアジア若手研究者に対
し経費支援を行い、5年以内に70%以上が博士号を取得した。ま
たウェブサイトや出版物を活用したフォローアップを通じ、ア
ジア地域の研究人材の育成に寄与した。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(4)）

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

アジア地域における研究者養成
とネットワーク構築

　アジア諸国の学術支援機関との協力により、アジアの若手研
究者を対象とした短期集中型のセミナーを予定通り3カ国との
間で1件ずつ開催し、 新の学術動向を紹介することを通じ
て、アジアの若手研究者の育成と人的ネットワークの構築に寄
与した。

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第１－３　学術に関する国際交流の促進のための事業の
重点化」
②外国との研究交流を目的とする拠点大学交流事業については、日本学術振興会が経費の全額
を負担しているが、平成19年度から23年度までの間にこれを段階的に廃止し、公募により相手
国に対等な負担を求める方式による事業へと転換する。

「整理合理化計画　別表【学術の国際交流事業の促進事業】」
　○外国との研究交流を目的とする拠点大学交流事業については、日本学術振興会が経費を全
額負担しているが、国の財政依存度を引き下げるため、平成23年度までの間に段階的に廃止
し、公募により相手方に対等な負担を求める方式による事業へと転換する。また、効率的かつ
効果的な業務運営の観点から、事業開始から長期間経過した事業や応募件数の少ない小規模事
業については、費用対効果の検証を行うなど、不断の見直しを行う。
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見直し状況
　拠点大学交流事業を相手国にマッチングファンドを求める形式へ移行する方針を段階的に実
現し、平成20年度をもって6交流が終了した一方、マッチングファンド方式の事業により、平成
20年度は7交流が開始した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(4)）

（5）評価資料

①アジア・アフリカにおける研究教育拠点の形成支援等
・平成21年度日中韓フォーサイト事業/アジア研究拠点形成事業/アジア・アフリカ学術基盤形成事業募集要項
・日中韓フォーサイト事業/アジア研究拠点形成事業/アジア・アフリカ学術基盤形成事業申請・採用状況一覧
・平成20年度拠点大学交流事業/日中韓フォーサイト事業/アジア研究拠点形成事業/アジア・アフリカ学術基盤
形成事業事務手続きの手引き
・平成20年度拠点大学交流事業/日中韓フォーサイト事業/アジア研究拠点形成事業/アジア・アフリカ学術基盤
形成事業評価の実施について
・平成20年度拠点大学交流事業/日中韓フォーサイト事業/アジア研究拠点形成事業/アジア・アフリカ学術基盤
形成事業評価報告書・評価結果

②アジア科学技術コミュニティ形成戦略事業
平成19年度委託事業完了報告書・委託業務成果報告書、平成20年度委託業務完了報告書
ＨＯＰＥミーティングパンフレット

③論文博士号取得希望者への支援事業
・論文博士号取得希望者に対する支援事業　平成21年度分・募集要領【公募要領】
・平成21年度論博研究者　申請・採用状況【申請採用状況】
・平成20年度論文博士号取得希望者に対する支援事業　事務手続きの手引き【手引】
・平成20年度研究進展状況一覧【研究進展状況】

④アジア学術セミナーの開催
・平成20年度アジア学術セミナー事務手続きの手引き
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(5)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(５)　研究者の招致

①全般的な取組
　我が国の大学等の研究者からの要請に基づき、共同研究等を実施するため、研究者のキャリアステージに沿
い、その経歴及び訪問目的に即し、優れた外国人研究者を我が国に招へいする事業を実施する。

②外国人特別研究員事業
　外国人特別研究員については、多様な国からの招へいを着実に図る。とりわけ、欧米諸国からの若手研究者の
招へいについては、招へい期間を柔軟に設定し、また海外研究連絡センターを通じた広報活動を積極的に行うこ
とにより、優秀な若手研究者の確保に努める。
　また、欧米を中心とした６か国において、本会事業を終えて帰国した研究者により形成された研究者コミュニ
ティについては、事業経験者同士の交流促進活動や、そのネットワークを通じた日本との新たな交流の開始な
ど、研究者コミュニティが行う活動を積極的に支援する。
長期に来日する研究員に対しては、日本での研究生活を円滑に開始するためのオリエンテーションを来日直後に
実施するとともに、「来日外国人研究者のための生活ガイドブック」の作成・配布や日本語研修支援等のフェ
ローサービスを行い、日常生活面においても支援する。
　更に、我が国の将来を担う高校生等を対象に、科学や国際社会への関心を深めさせることを目的とし、外国人
研究者が高等学校等において、自身の研究活動や母国について英語で講義を行うサイエンス・ダイアログを実施
する。

①全般的な取組
　さまざまなキャリアステージの外国人研究者を我が国に招へいする事業として、外国人特別研究員事業（一般
／欧米短期／サマ プログラム） 外国人研究者招 い事業（短期／長期） 著名研究者招 い事業を実施
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ｓ

／欧米短期／サマー・プログラム）、外国人研究者招へい事業（短期／長期）、著名研究者招へい事業を実施。
また、従来の個人招へい型事業に加え、大学等学術研究機関における組織的な招へいの取組みを支援する「若手
研究者交流支援事業」を国際機関（ASEAN事務局）からの受託事業として新たに開始したことにより、多様な招
へい方法を整備し、大学等のニーズに即した効果的な研究者養成を図った。

②外国人特別研究員
　多様な国からの招へいを目指し、特に欧米諸国からの若手研究者を確保するため、欧米短期やサマー・プログ
ラムを積極的に実施した。それにより、外国人特別研究員事業（一般／欧米短期／サマー・プログラム）におい
て、計89ヶ国から1,582名の研究者を受け入れた。
　特に、海外研究連絡センターと下記の研究者コミュニティが協力して実施している大学等研究機関訪問や渡日
前オリエンテーションといった広報活動を積極的に支援し、欧米諸国の優秀な若手研究者により広く周知を行っ
た。
　振興会事業経験者による研究者コミュニティについては、欧米を中心とした既存の6ヶ国のコミュニティが行
う諸活動（シンポジウム・年次総会の開催、Webやニューズレターを通じた広報など）を支援するとともに、新
たにアジア・アフリカ地域の4ヶ国において研究者コミュニティを設立した。
　来日直後の研究者に対し、年7回にわたりオリエンテーションを実施するとともに、生活ガイドブックの作
成・配布や日本語研修支援を行うことにより、日本での円滑な研究生活を支援した。
　招へいした外国人研究者が、高等学校等において、研究活動や母国について英語で講義を行うサイエンス・ダ
イアログを延べ86回実施し、次世代を担う生徒の科学や国際社会への関心を深めることに貢献した。

評価の観点 達成度

多様なニーズに合わせた研究者
招致による研究環境整備

　大学院修士課程学生や博士号取得前後の若手研究者から、教
授級、さらにはノーベル賞級の研究者まで、幅広いキャリアス
テージの研究者に対し、計7つの事業枠組みを設けて実施し、欧
米諸国29ヶ国を含む計89ヶ国から各事業の目的に合致した優秀な研
究者を招へいすることができた。その結果、160を超える国内の大学・
研究機関に対し、著名研究者による講演・助言等を受ける機会や、
若手研究者を組織的に受け入れる機会を提供し、国内研究者の国
際性の涵養に寄与した。また審査に関しては、公平・公正性を確保す際性の涵養に寄与した。また審査に関しては、公平 公正性を確保す
るため、8領域の審査区分によるきめ細かい審査を実施した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(5)）

（4）指摘事項に対する見直し状況

『勧告の方向性を踏まえた見直し案 第１－３ 学術に関する国際交流の促進のための事業の

研究者コミュニティが行う活動
への積極的支援

　事業経験者によるコミュニティ（同窓会）の設立を促進し、
平成20年度中に、欧米中心の既存の6ヶ国に加え、アジア・ア
フリカ地域の4ヶ国（エジプト、ケニア、韓国、バングラデ
シュ）において同窓会が新たに設立され、本会事業経験者の
ネットワークが世界規模で充実した。それにより、諸外国にお
いて本会の事業の広報・普及が図られただけでなく、新たに優
秀な若手研究者の本会事業への参加を促進することができた。

研究活動面と日常生活面からの
支援

　来日後約3ヶ月以内の研究者を対象にオリエンテーションを
年7回開催し、日本における研究や生活について情報を提供し
た。また、来日前に生活ガイドブックを配布し、来日当初か
ら、スムーズな生活が可能となるよう支援した。

高校生に対する、科学や国際社
会への関心の啓発

　延べ86件（前年度比11件増）のサイエンス・ダイアログを実
施し、 先端の研究現場にいる外国人若手研究者が高校で英語
で授業を行う機会を設けることにより、高校生に対し、科学や国
際社会への関心を深めさせるだけでなく、将来の進路設計の一助と
なるまたとない機会を提供した。さらに外国人研究者の地域社会との
交流促進に寄与した。
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答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

『勧告の方向性を踏まえた見直し案 第１ ３ 学術に関する国際交流の促進のための事業の
重点化』
「①日本人の若手研究者に海外での研鑽機会を付与する事業に重点をおくこととし、外国人特
別研究員事業の規模を縮小する（平成19年度）。」

『整理合理化計画　別表【学術の国際交流事業の促進事業】』
「○日本人の若手研究者に海外での研さん機会を付与する事業に重点を置くため、外国人特別
研究員事業の規模を縮小し、効果的に研究者養成が実施できるよう見直しを行う。」

　外国人特別研究員における新規採用数の減員（国内公募における新規採用数：平成19年度450
人→平成20年度350人）及び予算の減額（平成19年度6,085百万円→平成20年度5,405百万円 △
680百万円）により、規模を縮小した。

「平成20年度　日本学術振興会外国人特別研究員事業　募集要項」
「平成20年度　日本学術振興会外国人特別研究員（欧米短期）事業　募集要項」
「平成20年度　日本学術振興会外国人招へい研究者（短期）　募集要項」
「平成20年度　日本学術振興会外国人招へい研究者（長期）　募集要項」
「若手研究者交流支援事業―東アジア首脳会議参加国からの招へい―　平成20年度　募集要項」
「JENESYS Programme 2008 Exchange Programme for East Asia Young Researchers implemented by JSPS」
「Life in Japan for Foreign Researchers 2008-2009 来日外国人研究者のための生活ガイドブック」
サイエンス・ダイアログ「パンフレット」
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(6)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(６)　大学等における研究環境の国際化支援

　日本の大学の国際化を促進させるため、大学の職員養成のための取組等を支援する。我が国の大学等の研究者
が、国内で開催する国際的な研究集会への支援を行うとともに、国外で開催される国際的な研究集会への派遣支
援を行う。また、大学等一般に適用可能な国際化に資するモデル開発を行うため、国内の大学等の国際化のため
の組織的な取組等の分析を行うとともに、諸外国における大学等の国際化への取組等について調査研究を行う。
　また、海外研究連絡センターにおいては、各大学が主催するシンポジウムなどの実施や各大学の海外拠点の活
動を支援する。

　学術の国際協力を推進するため、我が国の研究者が国内で開催する国際的な研究集会の開催への支援を行い、
平成20年度には41件の国際研究集会を支援した。
　あわせて、外国開催国際研究集会への研究者派遣支援を実施し、306人に対して支援を行った。
　また、昨年度に引き続き、文部科学省委託事業である「大学国際戦略本部強化事業（研究環境国際化の手法開
発）」を実施し、日米の大学における国際化の取組事例の発表・討論を行うことで、広く日米の大学の国際化に
関する取組の共有・普及を行った他、アメリカにおける大学国際化のための取組事例について調査を行った。
　海外研究連絡センターにおいては、日本の８大学が５研究連絡センター（サンフランシスコ、ロンドン、バン
コク、北京及びカイロ）を海外事務所として利用し海外拠点活動を展開した。また、国立大学の若手事務職員に
対して、欧米の海外研究連絡センターにおいて１年間の実務研修を実施した。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

大学等の研究環境国際化

　開催された国際研究集会の80％において外国人研究者が4分
の1以上参加し、国際的な意義が認められた。
　また、国外で開催される国際的な研究集会への派遣支援にお
いては、派遣された研究者から、海外研究者との交流や、研究
成果を国際的に広めることに貢献したなど肯定的な報告が多く
あるなど、当該派遣支援が有効に機能していることが確認でき
た。申請・審査においては、引き続き電子申請システムを利用
することにより、申請者の利便性向上、審査の迅速化（申請締
切から結果通知まで平均2ヶ月）に大いに貢献したとともに、1
人当たり平均渡航日数8日、支給額約30万円であり、経費の効
率的な運用に努めた。

海外研究連絡センターにおける
大学等の国際化促進のための活
動支援

　大学国際戦略本部強化事業においては、採択機関の国際化に
ついて支援を行うとともに、国内外の大学の国際化の取組をシ
ンポジウム等で広く共有・普及を行うことで、大学等の国際化
に寄与した。
　また海外研究連絡センターにおける事務所の共同利用によ
り、日本の大学は海外研究連絡センターを利用することによ
り、大学独自で活動するのに比べてより迅速で効率的が海外活
動が可能となっている。また、日本の大学の若手事務職員の海
外実務研修は、大学等において国際活動を担う事務体制の強化
につながる国際業務担当職員の養成に大きく貢献している。

Ｓ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(6)）

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

「平成20年度国際研究集会　募集要項」、国際学会等派遣事業平成20年度募集要項・平成21年度募集要項
平成20年度公開シンポジウム報告書“Stretegic Initiatives for University Internationalization May 22-
23, 2008”、平成20年度国内公開シンポジウム報告書“University Internationalization: Trends with
Faculty and Funding Dec.1-2, 2008”
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(7)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(７)　事業の評価と改善

　学術システム研究センター等の機能を活用しつつ、国際共同研究の基本的な方向性についての検討に着手す
る。また、事業開始から長期間経過した事業や応募件数の少ない小規模事業について、研究者へのサービス向上
を図る観点から検討を行う。併せて、海外の学術振興機関との間で事業の有効性・適切性の相互評価など、事業
の成果及び効果を把握するための手法の検討に着手する。
　海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、交流相手のニーズ・特性、我が国の研究者の意見を
考慮しつつ、研究者へのサービス向上を図るなど不断の見直しを行う。
　なお、ワシントン研究連絡センターについては、独立行政法人科学技術振興機構のワシントン事務所の機能に
も着目しつつ、効率的な運営の観点から、同事務所の共同設置・運用に向けた検討を行う。

　事業の実施に当たっては、国際事業委員会において海外の学術動向や国際情勢等を総合的に勘案した審査・評
価を行うとともに、学術システム研究センターとの連携により、審査・評価体制の公正性・透明性の向上を一層
図るべく、新規事業の募集・審査等の在り方について詳細に議論するとともに、書面審査結果の分析・検証を
行った。また、海外の学術振興機関との二国間の会談、各種のシンポジウム等の機会を通じてのお互いの事業の
実施方法やその効果等についての意見交換等を踏まえ、各種事業の在り方の検討や改善等を行った。諸外国の学
術振興機関との協定に基づいて実施している二国間交流事業においては、交流形態の変更等、相手国学術振興機
関との間で事業の検討・見直しを行った。
海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、平成20年8月の文部科学省独立行政法人評価委員会に
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

海外研究連絡センタ （カイロ、ナイロビ）については、平成20年8月の文部科学省独立行政法人評価委員会に
おける評価結果を踏まえ、東京本部及び各海外研究連絡センターとの連携を一層強化するため、新たに「大学国
際化支援海外連携本部」を設置するとともに、活動状況のさらなる検証を行った。両センターについては、効率
的な業務運営に努めつつ、海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）の特性を踏まえた機能の充実を図る旨記
載した、中期計画の変更について、文部科学省独立行政法人評価委員会（平成21年2月）において審議いただ
き、了承された。
海外研究連絡センター（ワシントン）については、科学技術振興機構と共同でプロジェクトチームを設置し、
各々の事務所の機能にも着目しつつ、効率的な運営を行う観点から共同設置・運用に向けて検討を行っている。

評価の観点 達成度

カイロ、ナイロビ研究連絡セン
ターの活動状況の検証

　海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、交
流相手のニーズ・特性、我が国の研究者の意見を考慮しつつ、
活動状況等の検証を実施し、両センターの同地域における拠点
機能や学術動向の発信・収集機能の充実を図るなど不断の見直
しを行った。

ワシントン事務所の共同設置・
運用の検討

　海外研究連絡センター（ワシントン）については、科学技術
振興機構と共同でプロジェクトチームを設置し、各々の事務所
の機能にも着目しつつ、効率的な運営を行う観点から共同設
置・運用に向けて検討を行っている。

Ａ

事業の評価・改善についての検
討状況

　国際事業委員会、学術システム研究センターを活用し、事業
の審査・評価体制の公正性・透明性をより一層向上させた。ま
た、海外の学術振興機関との連携により、国際交流事業の改善
に向けての検討を行うことができた。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(7)）

（4）指摘事項に対する見直し状況

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第２　他の法人との更なる連携の強化等」
また、両法人の海外事務所については、それぞれの機能に着目しつつ、効率的な運営の観点か
ら、ワシントン事務所について、共同設置・運用とすることとする。

　海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、平成20年８月の文部科学省独立行
政法人評価委員会における評価結果を踏まえ 東京本部及び各海外研究連絡センタ との連携

「整理合理化計画　別表【学術の国際交流事業の促進事業】」
また、効率的かつ効果的な業務運営の観点から、事業開始から長期間経過した事業や応募件数
の少ない小規模事業については、費用対効果の検証を行うなど、不断の見直しを行う。

答申・提言等
による

指摘事項

「整理合理化計画　別表【支部・事業所等の見直し】」
○海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、効率的な業務運営の観点から、独
立行政法人評価委員会による評価等を踏まえながら、活動状況の検証に努め、廃止等見直しを
検討する。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　我が国の
大学等の活動支援」
増大するアフリカ地域研究などの重要性・学術研究の特殊性に鑑み、欧米諸国等のセンターと
同じように活動量を重視した運営ではなく、当該地域における拠点性など質的な要素について
も留意した運営へと転換を図った上で、学術動向や海外情報収集に努め、機能の充実を図って
いく必要がある。
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（5）評価資料

独立行政法人日本学術振興会第二期中期計画、文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実
績に関する評価

政法人評価委員会における評価結果を踏まえ、東京本部及び各海外研究連絡センターとの連携
を一層強化するため、新たに「大学国際化支援海外連携本部」を設置するとともに、活動状況
のさらなる検証を行った。両センターについては、効率的な業務運営に努めつつ、海外研究連
絡センター（カイロ、ナイロビ）の特性を踏まえた機能の充実を図る旨記載した、中期計画の
変更について、文部科学省独立行政法人評価委員会（平成21年２月）において審議いただき、
了承された。

　海外研究連絡センター（ワシントン）については、科学技術振興機構と共同でプロジェクト
チームを設置し、各々の事務所の機能にも着目しつつ、効率的な運営を行う観点から共同設
置・運用に向けて検討を行っている。

　諸外国の学術振興機関との協定に基づいて実施している二国間交流事業においては、交流形
態の変更等、相手国学術振興機関との間で事業の検討・見直しを行っている。

見直し状況
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自己点検・外部評価全体シート（第1-5）

掲載箇所 中期計画 ９頁 年度計画 １１頁 事業報告書 ７１頁

1．中期計画

2．意義・必要性

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　５　学術の応用に関する研究の実施

５　学術の応用に関する研究の実施
　平成14年6月の文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会の報告を受け、グローバル化、情報化が進む中、
現代社会において人類が直面している問題の解明と対処のため、人文科学や社会科学を中心に各分野の研究者が
協働して、学際的・学融合的に取り組む「人文・社会科学振興プロジェクト研究」を推進する。この研究成果を
社会への提言として発信することにより、新たな学問分野、領域を開拓し、人文・社会科学の活性化に寄与す
る。また、研究者間のネットワークの形成、研究成果の公開、社会提言等のため、公開シンポジウム、共同研究
セミナーなどを行う。
　なお、本事業については、平成20年度に終了する。
　また、我が国の学術及び社会の発展につながるような学術研究を行う。

　文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会人文・社会科学特別委員会において検討されてきた「人文・社会
科学の振興について―21世紀に期待される役割に応えるための当面の振興方策―」報告（平成14年6月）を踏ま
え、平成15年度から「人文・社会科学振興プロジェクト研究事業」を実施している。

98

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：その他の事業（学術の応用に関する研究の実施）】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

100,581
 （単位：千円）

　「人文・社会科学振興プロジェクト研究事業」における、各種取組を通じて、現代社会の問題に即した研究の
実施、社会への発信、及び学際的なプロジェクト研究の推進等が図られており、また、若手研究者の自発的な活
動も目に見える形で表れていることからも、人文・社会科学の振興に貢献する有益な事業として評価できる。

え、平成15年度から 人文 社会科学振興プ ジ クト研究事業」を実施している。
　同事業では、グローバル化、情報化が進む中、現代社会において人類が直面している様々な問題の本質を見極
め、それらの解明と対応に向け、人文・社会科学を中心とした各分野の研究者が協働（collaborate）して、学
際的・学融合的に取り組む「課題設定型プロジェクト研究」を推進するとともに、その成果を社会への提言とし
て発信することを目的としている。また、事業の特色として、①研究者のイニシアティブ、②諸学の協働、③研
究成果の社会への提言、④若手研究者の養成の4つが挙げられる。

５　学術の応用に関する研究の実施（p.100-101）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-5）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ

8．中期計画の進捗状況

　 終年度にあたる平成20年度は、企画委員会主導の下、これまでの研究成果の社会提言につ
いて重点的に取り組んだほか、個々のプロジェクト研究による社会提言は昨年度より引き続き
行われ、また、若手研究者による自発的な活動も見られた。
　本事業については、平成20年度に終了するが、引き続き、人文・社会科学分野を中心とした
多分野の研究者による協働を目指した学際的、学融合的研究が実施されるよう、適切な制度や
研究支援体制を検討・実施していく必要がある。

Ａ

「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について』における指摘事
項を踏まえた見直し案」（平成18年12月15日文部科学省）において指摘されたとおり、平成20年度をもって事業
を終了する。
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9．外部評価

評定

　研究成果としてのシリーズ本やニューズレターの刊行、公開シンポジウム等の実施を通し
て、適切に業務が実施されている。
　グローバル化、情報化が進む現代社会において、学術の進展、その応用はこれまで以上に人
類の将来を左右する要因となる可能性が高い。しかし、デカルト以来の要素還元論は、機械的
世界像の実現においては公害や地球温暖化、原子論的世界像においては核兵器、遺伝子論的世
界像においては将来問題化するかもしれない遺伝子組み換えなどの問題を生んだことも否めな
い。つまり、要素還元論に対する全体論、応用科学に対する認知科学、課題探求型に対する
curiosity driven型を正しく位置づける試みをすべきで、その意味でも「人文・社会科学振興
プロジェクト研究」は大きな役割を担う構想であったが、構想の割には十分な成果を上げたと
は言い難いとの意見もある。人文・社会科学研究の振興は大変重要な取組みであり、他分野の
学問に応用されるような研究を推進できるよう、今後の新規事業に期待したい。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-5）

（1）年度計画

（2）業務実績

５　学術の応用に関する研究の実施

　人文科学や社会科学を中心に各分野の研究者が協働して、学際的・学融合的に取り組む「課題設定型プロジェ
クト研究」を推進するため、学識経験者等で構成する事業委員会、企画委員会を組織し、適切な企画・実施に努
める。
　平成２０年度は、研究進捗状況の確認及びプロジェクト研究を推進するための審議・検討を行う事業委員会及
び企画委員会を開催するとともに、 終年度としてのとりまとめを行う。
　事業推進にあたり、研究者からの提言の発信及び研究者間のネットワークの形成のためにシンポジウム及び
フォーラム等を開催する。

①研究成果報告書等の刊行
　プロジェクトごとに本事業での研究成果をシリーズ本「未来を拓く人文・社会科学」として8冊刊行し、昨年
度までに刊行された9冊と合わせ、17プロジェクト全ての研究成果が平成20年度までに刊行された。また、本事
業に参画する若手研究者の有志によるグループからも書籍を刊行した。

②公開シンポジウムの実施
　平成20年度委託研究を実施しているプロジェクトによる公開シンポジウム「芸術は誰のものか？」を平成21年
3月7日に開催した。

③ニューズレターの発行
　昨年度に引き続き、ニューズレター「学術の新しい風～見えないものを見るために～」を3回発行した。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

④飛び出す人文・社会科学～津々浦々学びの座～の実施
　平成20年度委託研究を実施している研究グループの他、昨年度までの研究グループにも企画を募り、全体で27
件のサイエンスカフェ人社版を開催した。
　
　上記取組を通じ、研究の成果を社会へ発信・還元するとともに、双方向の意見交換の場を設け、社会と研究者
の距離を縮めることができた。

評価の観点 達成度

効率性

　プロジェクト研究の実施に当たっては、年度当初より研究を
開始できるよう、昨年度に引き続き、研究者の所属機関と連絡
を密に取り、事務手続きの迅速化・効率化を図った。
　平成20年度の委託研究実施プロジェクトのリーダーによる企
画委員会（全8回）を開催。年度内におけるグループ研究の推
進と事業活動の企画・実施を並行して行い、迅速かつ効率的な
事業の推進を可能とした。

有効性

　本事業では、①研究者のイニシアティブ、②諸学の協働、③
研究成果の社会への提言、④若手研究者の養成の４つを目的と
している。
　 終年度にあたる平成20年度は、研究グループによる協働を
引き続き推進するとともに、委託研究実施プロジェクトのリー
ダーによる企画委員会を8回開催し、社会発信の方策等につい
て検討・実施した。
　本事業の研究グループに所属する若手研究者は、「境界」と
いうテーマを設定し、各々の研究テーマにおける「境界」を取
り上げた書籍を刊行するに至った。この試みは若手研究者の発
意により実施されたものであり、自主性、行動力等を養成でき

Ａ

意により実施されたものであり、自主性、行動力等を養成でき
た。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-5）

　

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性につい
て』における指摘事項を踏まえた見直し案」（平成18年12月15日文部科学省）
　第1   事務及び事業の見直し
　　4 　人文・社会科学振興プロジェクト研究事業の段階的廃止
  　人文・社会科学振興プロジェクト研究事業については、所期の目的が達成されたため、
　　平成19年度から20年度までの間に段階的に廃止することとする。

　平成20年度をもって、事業を廃止する。

○人文 社会科学振興プロジ クト研究事業パンフレット

透明性

　ホームページを随時更新することにより、平成20年度開催の
各種取組の情報提供を積極的に行うとともに、公開シンポジウ
ム等の取組を通じて、広く社会との関わりを持つことにより、
目に見える形で研究成果を発信した。
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○人文・社会科学振興プロジェクト研究事業パンフレット

○シリーズ本「未来を拓く人文・社会科学」（東信堂）
　10巻　黒木英充編　「対テロ戦争」の時代の平和構築
　11巻　青島矢一編　企業の錯誤／教育の迷走
　12巻　桑子敏雄編　日本文化の空間学
　13巻　木村武史編　千年持続学の構築
　14巻　宇田川妙子編　多元的共生を求めて
　15巻　沼野充義編　芸術は何を超えていくのか？
　16巻　木下直之編　芸術の生まれる場
　17巻　岡田暁生・吉岡洋編　文学・芸術は何のためにあるのか？

○ニューズレター「学術の新しい風～見えないものを見るために～」
　第5号
　第6号
　第7号

○若手研究者による書籍（東信堂）
　＜境界＞の今を生きる　身体から世界空間へ・若手15人の視点
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自己点検・外部評価全体シート（第1-6）

掲載箇所 中期計画 １０頁 年度計画 １１頁 事業報告書 ７２頁

1．中期計画

2．意義・必要性

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　６　学術の社会的連携・協力の推進

６　学術の社会的連携・協力の推進
　学術の社会的連携・協力の立場から、学界と産業界との連携によって発展が期待される分野や、その推進の方
法・体制等について検討する総合研究連絡会議を開催する。大学等の研究のシーズ及び産業界の研究のニーズに
応じた情報交換、交流促進を図るための場、また学界と産業界の連携による若手研究者の人材育成の場としての
産学協力研究委員会等の設定、連携・協力支援のための事業を実施する。
　国内外の研究者を集めてのセミナー、シンポジウムを開催するとともに研究成果の刊行を通じて、これら研究
委員会の研究成果を発信する。

　学術の中核的機関である振興会は、学術の社会的連携・協力の推進方策として、学術研究に寄せられている学
界及び産業界の多用な社会的要請を踏まえて学界と産業界との協力による研究を促進するため、本事業を推進す
る必要がある
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3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：その他の事業（学術の社会的連携・協力の推進）】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

280,150
 （単位：千円）

○支援対象における研究の発展
　産学協力総合研究連絡会議における設置及び設置継続のヒアリング・審議を踏まえ、委員会の活動の改善が図
られた。また、産学協力研究委員会が国際シンポジウムを実施するなど、成果が着実に現れている。

○社会的ニーズへの対応
　学界と産業界のインターフェース機能の充実・強化を図ることにより、平成20年10月に研究開発専門委員会と
して、「プラズマ照射による医療用品の滅菌、エンドトキシンならびにプリオン不活化法と応用」及び「再生医
療の実用化」の2つが設置され、産学協力研究委員会では、「分子系の複合電子機能」、「テラヘルツ波科学技
術と産業開拓」の2つが新たに設置されるなど、産学協力・連携による研究の進展や社会的ニーズに対応してい
る。

る必要がある。

６　学術の社会的連携・協力の推進（p.104-105）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-6）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ

8．中期計画の進捗状況

　平成20年度は、「産学協力総合研究連絡会議」において産学協力による研究を促進するため
の方策を検討するとともに、産学協力研究による研究開発を促進するため、産学協力により将
来の発展が期待される分野から選定した課題について専門的に調査審議を行うものとして、
「プラズマ照射による医療用品の滅菌、エンドトキシンならびにプリオン不活化法と応用」及
び「再生医療の実用化」の2つの研究開発専門委員会が設置されるとともに、「分子系の複合電
子機能」、「テラヘルツ波科学技術と産業開拓」の2つの産学協力研究委員会が設置されるな
ど、学界と産業界の研究動向やニーズを踏まえた事業が実施されているとともに、適切な運営
がなされている。

Ａ

　学術の社会的連携・協力の推進を図るため、大学、企業等の研究者・技術者が学界・産業界のそれぞれの要請
や研究動向について情報交換等を行い、連携を図る場として、将来の技術開発上重要な課題を選定し、学界と産
業界の第一線の研究者を構成員とする「産学協力研究委員会」を設置しており 平成21年3月末現在 61委員会
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9．外部評価

評定

業界の第一線の研究者を構成員とする「産学協力研究委員会」を設置しており、平成21年3月末現在、61委員会
が活動している。
　また、産学協力研究委員会等諸事業を拡充強化するとともに、産学協力諸事業を長期的展望のもとに全体とし
てより総合的、組織的に推進する趣旨で「産学協力総合研究連絡会議（議長：西澤潤一　首都大学東京学長）」
を設置し、審議を行った。
　「研究開発専門委員会」は、産学協力研究による研究開発を促進するため、将来の発展が期待される分野から
選定した課題について専門的に調査審議を行うものであり、平成21年3月末現在では4委員会が設置されている。
なお、1委員会は21年3月に終了した。
　さらに、産学協力研究委員会で蓄積された成果発信の場として産学協力による国際シンポジウムを開催した。

　「産学協力研究委員会」、「研究開発専門委員会」活動を通して将来のイノベーションの種
が掘り起こされる可能性もあり、学術研究の成果を社会還元する上で重要な取り組みである。
運営面で、学会と産業界の連携、協力、人的交流を通して、双方の研究動向やニーズを踏ま
え、委員会活動の開始、終了が適切に実施されている。また平成21年度時点で61の産学協力研
究委員会が運営されており活発な活動と言える。
　これまでの事業の成果をまとめ、成果物として発信できるとよい。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-6）

（1）年度計画

（2）業務実績

６　学術の社会的連携・協力の推進

　産学協力研究委員会諸事業の充実・強化を図るとともに、学界と産業界との学術の社会的協力によって発展が
期待される分野やその推進方策を検討するために産学協力総合研究連絡会議を開催する。
　また、産学の研究者の要請や研究動向に関し幅広い角度から自由に情報・意見交換を行う産学協力研究委員会
を開催するとともに、蓄積された成果発信の場として国際シンポジウム等の開催、研究成果の刊行を行う。
　さらに、将来発展が期待される分野及び解決すべき課題について専門的に調査審議を行う研究開発専門委員会
を開催する。

　学術の社会的連携・協力の推進を図るため、大学、企業等の研究者・技術者が学界・産業界のそれぞれの要請
や研究動向について情報交換等を行い、連携を図る場として、将来の技術開発上重要な課題を選定し、学界と産
業界の第一線の研究者を構成員とする「産学協力研究委員会」を設置しており、平成20年度は新たに2委員会が
活動を開始し、平成21年3月末現在、61委員会が活動している。
また、産学協力研究委員会等諸事業を拡充・強化するとともに、産学協力諸事業を長期的展望のもとに全体とし
てより総合的、組織的に推進する趣旨で「産学協力総合研究連絡会議（議長：西澤潤一　首都大学東京学長）」
を設置し、今後発展が期待される分野に関する委員会の設置等の審議を行った。
さらに、産学協力研究委員会で蓄積された成果発信の場として、産学協力による国際シンポジウムを開催した。
「研究開発専門委員会」は、産学協力研究による研究開発を促進するため、将来の発展が期待される分野から選
定した課題について専門的に調査審議を行うものであり、平成20年10月から新たに2委員会が活動を開始し、平
成21年3月末現在では4委員会が設置されている。なお、1委員会は21年3月に終了した。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

成21年3月末現在では4委員会が設置されている。なお、1委員会は21年3月に終了した。

評価の観点 達成度

効率性

　産学協力研究委員会については、産学協力総合研究連絡会議
において活動状況報告及び5年ごとに評価を行い、継続の必要
性等について審議を行っている。同会議の審議は、継続する委
員会の活動の方針及び内容に反映させている。

有効性

　各委員会の課題及び内容については、研究者の要望・ニーズ
及び研究者の発意に即したものになっている。
　産業界のニーズと学界のシーズを結びつけるとともに、学界
と産業界のインターフェースを充実・強化するため、産学協力
諸事業に対し、適切かつ有効な支援を行っている。
　また、上記の点により、平成20年10月に研究開発専門委員会
として、「プラズマ照射による医療用品の滅菌、エンドトキシ
ンならびにプリオン不活化法と応用」、「再生医療の実用化」
の2つが設置され、産学協力研究委員会では、「分子系の複合
電子機能」、「テラヘルツ波科学技術と産業開拓」の2つが新
たに設置されるなど、産学協力・連携による研究の進展やブ
レークスルーに寄与している。

公正性・透明性

　産学協力総合研究連絡会議における産学協力諸事業の審査・
評価は、ヒアリング及び合議により、適切かつ公正に行われて
いる。
　産業界でニーズの高いテーマ及び産学協力により発展が期待
されるテーマについて、産学協力総合研究連絡会議で委員会を
設置して支援を行 ている

Ａ

設置して支援を行っている。
　各委員会の設置や設置期限については、規程及び本会のホー
ムページにおいて明示している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-6）

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

 

（5）評価資料

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（項目別
－11）」
　我が国の産業競争力の強化を進める上で重要な役割を果たしており、着実な実施を望む。

　上記の指摘も踏まえ、2つの研究開発専門委員会及び2つの産学協力研究委員会を設置するな
ど、事業の着実な実施に努めている。

産学協力　学術の社会的連携・協力の推進　パンフレット
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自己点検・外部評価全体シート（第1-7）

掲載箇所 中期計画 １０頁 年度計画 １１頁 事業報告書 ７４頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　７　国の助成事業に関する審査・評価の実施

７　国の助成事業に関する審査・評価の実施
　国の助成事業の審査・評価については、国の定めた制度・方針に従って、審査・評価における公正さ、透明
性、信頼性、継続性を確保しつつ、実効性のある評価を実施する。

①　２１世紀ＣＯＥプログラム
　国の助成事業である２１世紀ＣＯＥプログラム（研究拠点形成費等補助金（研究拠点形成費））について、世
界 高水準の研究教育拠点を学問分野毎に形成するとともに、国際競争力のある個性輝く大学づくりを推進する
ことを目的とし、①当該拠点の研究教育活動の実績、及び②大学の将来構想及び当該拠点を形成するための構
想・計画を評価する。
  各プログラムについては期間終了後に事後評価を実施する。
　なお、本事業に係る業務は、平成２１年度に終了する。

②　グローバルＣＯＥプログラム
  国の助成事業であるグローバルＣＯＥプログラム（研究拠点形成費等補助金（研究拠点形成費））について、
我が国の大学院の教育研究機能を一層充実・強化し、世界 高水準の研究基盤の下で世界をリードする創造的な
人材育成を図るため、国際的に卓越した教育研究拠点の形成を重点的に支援し、もって、国際競争力のある大学
づくりを推進することを目的として、国際的に卓越した教育研究拠点を形成するための構想・計画を審査・評価
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づくりを推進することを目的として、国際的に卓越した教育研究拠点を形成するための構想 計画を審査 評価
する。
  また、採択されたプログラムについては２年経過後に中間評価を実施するとともに、期間終了後に事後評価を
実施する。

③　「魅力ある大学院教育」イニシアティブ
　国の助成事業である「魅力ある大学院教育」イニシアティブ（研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成
費））について、創造性豊かな優れた若手研究者の養成に関連する構想・計画の評価を行う。
　また、採択されたプログラムについては期間終了後に事後評価を実施する。
　なお、本事業に係る業務は、平成２０年度に終了する。

④　大学院教育改革支援プログラム
　国の助成事業である大学院教育改革支援プログラム（研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費））につい
て、社会の様々な分野で幅広く活躍する高度な人材を養成するための大学院における優れた組織的体系的な教育
の取組に関連する構想・計画の審査・評価を行う。
　また、採択されたプログラムについては期間終了後に事後評価を実施する。

⑤　質の高い大学教育推進プログラム
　国の助成事業である「質の高い大学教育推進プログラム（大学改革推進等補助金（大学改革推進事業））」に
ついて、大学教育改革を一層推進し、知識基盤社会を担う優れた人材を養成するための大学等における教育の質
向上に向けた優れた取組に関連する構想・計画を審査する。

⑥　世界トップレベル研究拠点プログラム
　国の助成事業である世界トップレベル研究拠点プログラム（国際研究拠点形成促進事業費補助金）について、
高いレベルの研究者を中核とした研究拠点構想を集中的に支援し、世界中の第一線の研究者が、是非そこで研究
をしたいとして集まってくるような、優れた研究環境と高い研究水準を誇る「目に見える拠点」の形成を目的と
して、国際的視点から、その審査業務・評価業務・管理業務を行う。その際、プログラムを担当するＰＤ・ＰＯ
を配置し、専門的な観点からプログラムの進捗状況を管理する。

⑦　政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進
　国の「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」及び「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学
研究推進事業」は、政策や社会の要請に応じた人文・社会科学分野のプロジェクト研究を大学等の研究ポテン
シャルを積極的に活用して実施し、研究成果を社会へと発信することを目的として、この事業の実施に必要な審
査業務・評価業務・プロジェクト管理業務等を行う。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-7）

2．意義・必要性

3．年度計画

　国の助成事業の審査・評価について、国の定めた制度・方針に従い、審査・評価における公正性、透明性、信
頼性、継続性を確保しつつ、実効性のある評価を第3者機関として実施。

７　国の助成事業に関する審査・評価の実施
（１）２１世紀ＣＯＥプログラム（p.110-111）
（２）グローバルＣＯＥプログラム（p.112-113）
（３）「魅力ある大学院教育」イニシアティブ（p.114-115）
（４）大学院教育改革支援プログラム（p.116-117）
（５）質の高い大学教育推進プログラム（p.118-119）
（６）世界トップレベル研究拠点プログラム（p.120-121）
（７）政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進（p.122-123）

107

4．得られた成果に関する評価

　21世紀COEプログラムについては、事後評価を行い、評価結果を各拠点に示すことにより、補助事業終了後の
持続的展開と水準の向上に寄与すると見込まれる。また、活動の成果等を社会に公表することにより、他の大学
における改革の参考となるとともに、各拠点の先導的な活動を周知することにつながる。
　グローバルCOEプログラムについては、21世紀COEプログラムの審査・評価の経験を生かし、より優れた拠点を
選定することができた。
　「魅力ある大学院教育」イニシアティブについては、事後評価を行い、その結果を各大学にフィードバック
し、今後の自主的・恒常的展開に寄与するとともに、その活動の成果を広く社会に公表し、我が国の大学院教育
の実質化の推進に資することができた。
　大学院教育改革支援プログラムについては、「魅力ある大学院教育」イニシアティブの審査・評価の経験を生
かし、我が国の大学院教育の実質化に資する、より優れた取組を選定することができた。
　質の高い大学教育推進プログラムについては、各種事業の審査・評価の経験を生かし、大学、短期大学、高等
専門学校の果たす目的や役割、機能の違い等を考慮しつつ、大学等の教育改革に資する優れた取組を選定するこ
とができた。
　世界トップレベル研究拠点プログラムについては、プログラム・ディレクター及びプログラム・オフィサーに
よる適切な指導・助言等を行うとともに、海外の研究者を含むプログラム委員会において適切なフォローアップ
を行うことができた。
　政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進については、事業を効率的・効果的に推進するため、
各種事業の審査・評価の経験を生かし、審査・評価・プロジェクト管理業務を行うことができた。
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5．決算額（支出額） 【セグメント区分：審査・評価】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

521,273
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

　各種事業の公募・審査においては、各事業ごとの目的を達成できるよう、適切に審査要項等
を定めるとともに、バランスに配慮した審査委員を選考し、公平・公正な審査を行うことがで
きた。
　また、審査をできる限り効率的に行うために、電子審査システムの構築や、ヒアリング審査
においてはパソコンに直接入力する電子審査・集計システムの導入等を行い、効率的な審査業
務ができた。
　中間評価・事後評価においては、中立・公正な評価に努めたほか、改善すべき点や今後の適
切な方向性を示すことにより、各事業のさらなる充実に寄与することができた。
　各事業における審査結果の公表等の情報については、振興会のホームページ等を通じて積極
的に社会へ情報提供を行い、今後の研究・教育体制の構築に活用された。
　以上のように、各事業の目的に即して適切な審査・評価を実施することができただけでな
く、各事業の成果をより高めることに寄与できたと評価している。
　今後も各種事業の趣旨に則った審査・評価が行われるよう審査方法等の見直し・改善等を
行っていくこととしている。

Ｓ
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7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ｓ

8．中期計画の進捗状況

　中期計画に定められている各事業の業務を適切かつ十分に達成している。

108112



自己点検・外部評価全体シート（第1-7）

9．外部評価

評定

　２１世紀ＣＯＥプログラムおよびグローバルＣＯＥプログラムについて、前者は事後評価
を、後者は審査を適切な審査体制と審査手順により、効率性有効性ならびに公正性・透明性を
確保しつつ極めて的確に実施したと認められる。
　「魅力ある大学院教育」イニシアティブおよび大学院教育改革支援プログラムについて、前
者は事後評価を、後者は審査を電子媒体を用いた電子審査システムを用いて、効率良くしかも
迅速かつ正確に実施した。審査にあたっては、審査要項・基準等を事前に公開すると共に、審
査委員の選定に当たって、地域性、国公私立大学のバランスを考慮すると共に、説明会を通し
て審査の公正性を確保する等、適切かつ的確な運営を実現していると認められる。
　質の高い大学教育推進プログラムについてもその審査に際して、大学、短期大学、高等専門
学校に対し、それぞれの設置目的、属性等に配慮した審査方式を実現している。
　世界トップレベル研究拠点プログラムについては、実施中の事業のフォローアップを適切に
行っている。特に拠点毎に作業部会を設置し、外国人研究者を含めた委員構成により真に世界
トップレベルであることを前提に進捗状況を把握すべく作業を進めている。
　政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進についても、二つの事業の審査業務
とプロジェクト管理について、適切に管理を行っている。
　以上のように、振興会は法的に決められたルールの範囲内ではベストを尽くしていることが
明らかであり、Ｓ評価が妥当である。
　また、これは振興会でコントロールできることではないかもしれないが、大学に対する競争
的資金提供のプログラムが細切れで種類が多すぎる。大学側は運営費交付金が年々減らされる
状況下で競争的資金に応募して必要経費を確保することに躍起とならざるを得ないが、毎年の
ように新しいプログラムが始まってそれに対応するのに多大なエネルギーを使うことを余儀な
くされている。このような状況は大学教育の改善にはマイナスの効果を持っている。大学等の
現実を十分に把握し、目先のことにとらわれず、影響力のある制度となるよう見直すべきであ
る。今後に期待したい。

Ｓ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(1))

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

（１）21世紀COEプログラム

　国の助成事業である21世紀COEプログラムについて、専門家による委員会を開催し、評価等を行う。
　平成20年度は、平成15年度に採択されたプログラムの事後評価を行う。
　その際、21世紀COEプログラム委員会、同総合評価部会及び同審査・評価部会において、専門家による公正な
評価体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、適切かつ円滑な運営を図るとともに、情報公開に努め
る。

　平成15年度に採択され、事業を終了した130件の研究教育拠点について、設定された目的に沿って拠点形成計
画が効果的に達成されたか、また、中間評価結果による留意事項への対応が適切に行われたかについて評価する
とともに、その結果を各拠点に示すことによって、補助事業終了後の研究教育活動の持続的展開及びその水準の
向上とさらなる発展を促した。さらに、各拠点の活動成果等を社会に公表することで、各拠点での研究教育活動
が広く国民の理解と支援が得られるよう、事後評価を実施した。
また、平成16年度に採択された拠点のうち2拠点に対し、平成18年度に実施した中間評価結果及びコメントを受
けての対応・進捗状況等について、事業の目的に沿って研究教育拠点形成計画がより効果的に達成されている
か、フォローアップ(書面調査：2拠点)を実施し、その状況を確認するとともに、必要に応じて助言等を行っ
た。
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評定評価の観点 達成度

効率性

　平成15年度採択拠点の事後評価では、各委員の役割を明確化
して、委員の負担軽減に努めた。
　評価を効率的に行うため、平成15年度採択拠点の事後評価の
調書提出にあたっては、｢提出カード・拠点組織表｣のみなら
ず、｢事業結果報告書｣等調書をCD-Rを主とした電子媒体による
提出方法にするなど、機関の事務的負担の軽減及び21世紀COE
プログラムの評価の効率化を図った。
　書面評価を行った上、必要と判断した拠点に対しては、現地
調査を実施した。現地調査においては、対象拠点に対して事前
に拠点毎の説明事項を示したことにより、効率的な調査を実施
した。（現地調査：2拠点）

有効性

　平成15年度採択拠点の事後評価では、設定された目的に沿っ
て拠点形成計画が効果的に達成されたか、また、中間評価結果
による留意事項への対応が適切に行われたかについて評価する
とともに、その結果を各拠点に示すことにより、補助事業終了
後の研究教育活動の持続的展開及びその水準の向上とさらなる
発展に資するため、適切な助言を行うことを目的とし、また、
各拠点の活動の成果等を明らかにし、社会に公表することによ
り、各拠点での研究教育活動が広く国民の理解と支援が得られ
るよう促進していくことを併せて目的とし、専門的観点から実
施した。
　事後評価結果は、今後の施策等の検討に資することを目的と
し、文部科学省に報告するとともに、各拠点に開示した。ま
た、評価終了後、各拠点の活動の成果等と事後評価結果を報告
書として取りまとめ、ホームページにて広く社会に公開した。

Ｓ
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（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等

公正性・透明性

　平成15年度採択拠点の事後評価にあたっては、平成20年6月
～11月にわたる十分な期間を確保し、90名の評価部会委員によ
り、書面評価を行い、必要に応じて現地調査を実施した。
　また、事後評価については、広く社会へ公表することとして
いるため、その評価評価プロセスの透明性、当該結果の正確性
を確保する観点から、対象大学に意見申立ての機会を設け、申
立てがあった場合には、その内容とそれに対する対応を合わせ
て掲載している。
　評価における委員の遵守事項等については、利害関係者の排
除等に加え、大学からの貴重な情報資料(事業結果報告書等)の
管理・保護等の遵守についても配慮している。
　評価に係る審議は非公開とし、その経過は他に漏らさないこ
ととしているが、評価終了後においては、評価結果の公表につ
いて積極的に行うとともに、ホームページにおいて評価要項、
評価委員名簿等関係情報の提供について積極的に行っており、
透明性にも配慮している。
　なお、プログラムの趣旨や特徴、審査や中間・事後評価の概
要、拠点における取組個別具体例等を冊子としてまとめ、配布
するとともに、振興会のホームページから採択拠点のホーム
ページへリンクさせることにより、広く社会に対しての情報発
信にも努めている。
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答申 提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

21世紀COEプログラム評価要項
21世紀COEプログラム委員名簿
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（1）年度計画

（2）業務実績

（２）グローバルCOEプログラム

　国の助成事業であるグローバルCOEプログラムについて、専門家による委員会を開催し、審査を行う。
　平成２０年度は、新たに公募するプログラムの審査・選定を行うグローバルCOEプログラム委員会を開催する
とともに、専門分野の部会を設け、専門家による公正な審査体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、
適切かつ円滑な運営を図るとともに、情報公開に努める。

　平成20年度におけるグローバルCOEプログラムは、平成20年2月に130の国公私の大学から315件の申請を受付
け、グローバルCOEプログラム委員会における審査方針等の策定、分野別審査・評価部会(「医学系」、「数学、
物理学、地球科学」、「機械、土木、建築、その他工学」、「社会科学」、「学際、複合、新領域」)の5部会、
及び部会長会議における客観的で公平・公正な第三者評価による審査を実施し、29大学68件の拠点形成計画を選
定した。
　また、平成19年度に採択された63件の教育研究拠点について、事業開始から2年経過後に、本事業の進捗状況
等を確認した上で、事業の効果的な実施を図られるよう適切な助言を行うとともに、国際的に卓越した教育研究
拠点として真に将来の発展が見込まれるかを評価し、その結果に基づいて補助金の適正配分に反映させるための
中間評価を実施するため、グローバルCOEプログラム委員会において、評価要項、進捗状況報告書等を決定し
た
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

た。

評価の観点 達成度

効率性

　審査を効率的に行うため、セキュリティに十分な配慮をしつ
つ、｢計画調書｣等をCD-Rを主とした電子媒体による提出方法と
し、審査の効率性を図り、申請機関の事務的負担の軽減に努め
た。
　また、審査の効率化・迅速化を図るためには、審査の電子化
が必要であることから、書面審査及びレフェリー評価において
は紙媒体による審査表ではなく、セキュリティに十分な配慮を
しつつ、インターネット上で審査結果を入力できる電子審査シ
ステムを使用し、審査委員の作業負担やミスの軽減を図るとと
もに、事務局において審査結果の集計作業の効率化・迅速化を
図ることができた。
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有効性

　グローバルCOEプログラムの審査方針として、
①学長を中心としたマネジメント体制による指導力の下、大学
の特色を踏まえた将来計画と強い実行力により、国際的に卓越
した教育研究拠点を形成する計画であること。
②本事業期間終了後も国際的に卓越した教育研究拠点としての
継続的な教育研究活動が自主的・恒常的に行われることが期待
できる計画であること。
③研究プロジェクトではなく、世界 高水準の優れた研究基盤
や特色ある学問分野の開拓を通じた独創的、画期的な研究基盤
を前提に、高度な研究能力を有する人材育成の機能を持つ教育
研究拠点（人材養成の場）を形成するものであって、将来の発
展性が見込まれる計画であること。
のいずれもの条件を満たす拠点形成計画であり、申請内容によ
り、
④21世紀COEプログラムに採択されている拠点については、21
世紀COEプログラムで期待された成果が十分に得られているこ
と。
⑤他の大学等（国内外の研究機関を含む。）との連携による取
組については、拠点となる大学及び将来的な拠点構想が明確と
なっており、その連携が拠点形成に必要不可欠であること。
の２つを条件として加えることとし、また、拠点規模の大小に
とらわれず、計画の将来性や発展性を重視しつつ、実現性の面
から教育研究活動の実績も加味しながら、人材育成、拠点性、
国際性の観点から、審査を行い、選定に際し、特定の学問分
野、研究領域等に偏らず、幅広い分野を選定するよう留意し、
選定した。

　平成20年度の選定にあたっては、より専門的かつ公正な書面
審査が行えるよう、日本人研究者延べ601名によるレフェリー

グ プ グ

Ｓ
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（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料 　

該当なし

該当なし

公正性・透明性

審
評価を行い、ヒアリング対象プログラムにおいては、国際競争
力を審査・評価する観点から外国人研究者延べ186名による
メールレビューの評価を参考としつつヒアリングを行い、審
査・評価部会委員117名による公平かつ公正な審査を実施し
た。
　公平・公正な審査の徹底を図るため、審査委員の選考にあ
たっては、大学関係団体等から広く候補者の推薦を求め、国公
私大学等のバランス等を考慮した。
　評価における委員の遵守事項等については、利害関係者の排
除等に加え、大学からの貴重な情報資料(拠点形成計画調書等)
の管理・保護等の遵守についても配慮している。
　なお、審査終了後には、文部科学省及び振興会ホームページ
等を通じて、選定結果の公表、各大学への審査結果の開示につ
いて積極的に行うとともに、審査要項、審査基準、採択プログ
ラム、審査結果の概要及び審査委員の氏名等関係情報の提供に
ついても積極的に行っており、審査の透明性にも配慮してい
る。
　また、本会のホームページから採択拠点のホームページへリ
ンクさせることにより、広く社会に対しての情報発信にも努め
ている。

グローバルCOEプログラム審査要項、同評価要項、同審査基準、同委員会委員名簿
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(3))

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

（３）「魅力ある大学院教育」イニシアティブ

　国の助成事業である「魅力ある大学院教育」イニシアティブについて、専門家による委員会を開催し、評価等
を行う。
　平成20年度においては、平成18年度に採択されたプログラムの事後評価を行う委員会を開催するとともに、各
専門分野を網羅した事後評価部会を設け、専門家による公正な評価体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確
保し、適切かつ円滑な運営を図るとともに、情報公開に努める。

　平成20年度における｢魅力ある大学院教育｣イニシアティブは、平成20年6月に、平成18年度に本事業に採択さ
れ、2年間の取組期間を終了した46件（19の国公私立大学）の事業結果報告書を受け付け、｢魅力ある大学院教
育｣イニシアティブ委員会(委員長:石 弘光 放送大学長)において事後評価を開始し、事後評価部会、総合審査部
会、委員会において、第三者による客観的で公平・公正な評価を実施した。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

効率性

　事後評価においては、対象となる件数が限定されていること
と、事後評価の観点等の整合性等を考慮し、昨年度と同様、事
後評価部会は1部会で効率的に実施した。
　また、事後評価を効率的に行うためには、電子媒体による報
告書の提出や、セキュリティに十分な配慮をしつつ、｢事業結
果報告書｣等をCD-ROM等の電子媒体による提出方法とすること
で、効率性を図り、対象となる大学の事務的負担の軽減に努め
た。
　また、書面審査においては紙媒体による審査表ではなく、セ
キュリティに十分な配慮をしつつ、インターネット上で審査結
果を入力できる電子審査システムを使用し、審査委員の作業負
担やミスの軽減を図るとともに、事務局において審査結果の集
計作業の効率化・迅速化を図ることができた。

有効性

　本事業の目的を踏まえ、採択された教育プログラムの計画の
実施(達成)状況等を評価し、各大学院における教育研究活動等
の一層の向上に資するために適切な助言を行うとともに、各大
学院における大学院教育の実質化(教育課程の組織的展開の強
化)のための取組の成果等を明らかにし、社会に示すという観
点から、事後評価を行った。
　事後評価結果は、更なる大学院教育の実質化を進め、今後の
施策等の検討に資することを目的とし、文部科学省に報告する
とともに、報告書として取りまとめ、ホームページにて広く社
会に公開した。

Ｓ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(3))

　

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

該当なし

該当なし

公正性・透明性

　平成20年度の事後評価にあたっては、事後評価方針の明確化
や書面評価における評価項目に関し、各大学や教育プログラム
の個性や特色に鑑み、事業期間終了後の自主的・恒常的発展等
にも十分に配慮した評価項目を設定し、事後評価要項を作成の
上、公開している。
　また、公平・公正な事後評価の徹底を図るため、評価委員の
選考にあたっては、国公私大学等のバランス、地域性等のバラ
ンスにも考慮し、事後評価の公正性に努めた。
　なお、事後評価終了後には、文部科学省及び振興会ホーム
ページ等を通じて、事後評価結果の公表、各大学への事後評価
結果の開示を積極的に行うとともに、教育プログラムに関し各
大学から提出された報告書、事後評価結果及び評価委員の氏名
等関係情報の提供についても積極的に行っており、評価の透明
性にも配慮している。
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（5）評価資料

｢魅力ある大学院教育｣イニシアティブ＜平成18年度採択教育プログラム＞事後評価結果報告
（事後評価要項、同委員会委員名簿含む）
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(4))

（1）年度計画

（2）業務実績

（４）大学院教育改革支援プログラム

  国の助成事業である大学院教育改革支援プログラムについて、専門家による委員会を開催し、審査等を行う。
　平成20年度においては、新たに公募するプログラムの審査・選定を行う委員会を開催するとともに、専門分野
別の部会を設け、専門家による公正な審査体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、適切かつ円滑な運
営を図るとともに、情報公開に努める。

　平成20年度における大学院教育改革支援プログラムは、平成20年5月に161の国公私の大学から273件の申請を
受け付け、大学院教育改革支援プログラム委員会(委員長:石 弘光 放送大学学長)において審査を開始し、分野
別審査部会(｢人社系部会｣、｢理工農系部会｣、｢医療系部会｣)の3部会における客観的で公平・公正な第三者評価
による審査を実施し、47大学66件の教育プログラムを選定した。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

効率性

　平成20年度においては、平成19年度「大学院教育改革支援プ
ログラム」の実施における審査の実績を踏まえ、幅広く多面的
な視点により、当該大学院における教育活動を審査する観点か
ら、書面審査に際して、申請内容の分野の専門性に過度に偏ら
ないよう書面審査委員を適正に配置し、より効率的な審査を実
施した。
　審査の効率化・迅速化を図るためには、審査の電子化が重要
であることから、書面審査においては紙媒体による審査表では
なく、セキュリティに十分な配慮をしつつ、インターネット上
で審査結果を入力できる電子審査システムを使用し、ヒアリン
グ審査においても、パソコンに直接入力する電子審査・集計シ
ステムを使用することにより、審査委員の作業負担やミスの軽
減を図るとともに、事務局において審査結果の集計作業の効率
化・迅速化を図ることに努めた。

有効性

　大学院教育改革支援プログラムは、事業の大学全体の位置付
けを踏まえ、課程の目的・役割(大学の設立の主旨・経緯、教
育理念、その他大学の特性(規模、地理的条件等)も考慮)に照
らして、国際的に魅力ある大学院教育が展開・実現されるかと
いう視点から、審査・選定した。

Ｓ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(4))

　

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等

公正性・透明性

　平成20年度の選定にあたっては、審査部会専門委員及び書面
審査委員による具体的な審査体制を整備するとともに、審査方
針の明確化を図り、各大学の個性や特色、計画全体の将来性等
にも十分に考慮した審査項目を策定し、審査要項、審査基準と
して取りまとめたものを事前に公開している。また、よりきめ
細かい審査の実施及び、ヒアリング審査に際して、幅広く多面
的な観点から、当該申請における大学院教育の取組を審査する
ため、部会ごとの学問領域を考慮した分野横断的なヒアリング
チームの編成を行い、国公私別や地方大学、小規模大学等にも
考慮した公平かつ公正な審査を実施した。
　また、公平・公正な審査の徹底を図るため、審査委員の選考
にあたっては、国公私大学等のバランス、地域性等のバランス
にも考慮し、審査の公正性に努め、さらに、審査委員を対象と
した説明会を開催し、審査方針等についての共通理解を行っ
た。
　なお、審査終了後には、文部科学省及び振興会ホームページ
等を通じて、選定結果の公表、各大学への審査結果の開示につ
いて積極的に行うとともに、教育プログラム、審査結果の概要
及び審査委員の氏名等関係情報の提供についても積極的に行っ
ており、審査の透明性にも配慮している。

117

答申 提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

平成20年度大学院教育改革支援プログラム審査結果報告
（審査要項、同審査基準、同書面審査基準、同ヒアリング実施要領、同委員会委員名簿含む）

117 121



自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(5))

（1）年度計画

（2）業務実績

（５）質の高い大学教育推進プログラム

　国の助成事業である質の高い大学教育推進プログラムについて、専門家による委員会を開催し、審査を行う。
　平成２０年度においては、新たに公募するプログラムの審査・選定を行う委員会を開催するとともに、取組内
容別の部会を設け、専門家による公正な審査体制を整備し、透明性、信頼性を確保しつつ、適切かつ円滑な運営
を図るとともに、情報公開に努める。

　平成20年度の質の高い大学教育推進プログラムは、平成20年5月に488校の国公私立大学等（大学：374校、短
期大学：73校、高等専門学校：41校）から、939件（大学：745件、短期大学：91件、高等専門学校：80件、共同
申請：23件）の申請を受付、書面審査及びヒアリング審査を行った。
　審査にあたっては、質の高い大学教育等推進事業委員会の下に、学校種別ごとの部会（大学部会、短期大学部
会、高等専門学校部会）を設置し、各部会において公平・公正な第三者評価による審査を実施した。
　各部会の審査結果を踏まえ、同9月には120校148件（大学：117件、短期大学：17件、高等専門学校：13件、共
同申請：1件）の教育プログラムを選定した。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

効率性

　質の高い大学教育推進プログラムの審査に当たっては、大
学、短期大学、高等専門学校から様々な教育の質向上を図る取
組が申請されることから、有識者による委員会の下に大学部
会、短期大学部会、高等専門学校部会を設け、それぞれの学校
種の教育目標や課題に対する知識・経験のある委員を適正に配
置することにより、効率的な審査を実施した。
　審査の効率化・迅速化を図るためには、審査の電子化が重要
であることから、書面審査においては紙媒体による審査表では
なく、セキュリティに十分な配慮をしつつ、インターネット上
で審査結果を入力できる電子審査システムを使用し、ヒアリン
グ審査においても、パソコンに直接入力する電子審査・集計シ
ステムを使用することにより、審査委員の作業負担やミスの軽
減を図るとともに、事務局において審査結果の集計作業の効率
化・迅速化を図ることにより、多くの申請に対し適切な審査を
行うことができた。

有効性

　質の高い大学教育推進プログラムについては、大学、短期大
学、高等専門学校のそれぞれの目的や役割、機能の違い等を考
慮の上、平成20年4月に改正・施行された大学設置基準等も踏
まえつつ、教育研究上の目的の明確化、教育の質の向上等につ
ながる取組を選定した。

Ｓ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(5))

　

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

該当なし

該当なし

公正性・透明性

　平成20年度の選定にあたっては、大学、短期大学、高等専門
学校の果たす目的や役割、機能の違い等を考慮しつつ、それぞ
れの人材養成目的に沿った確実な計画のもとに教育の質の向上
を図り大学等の教育改革に資する取組を選定するために適切な
審査項目を策定し、審査要項、審査基準としてとりまとめたも
のを事前に公開している。
　なお、審査終了後は、文部科学省及び振興会ホームページを
通じて選定結果、選定取組の概要及び審査委員を公表してい
る。
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（5）評価資料

・平成20年度　質の高い大学教育推進プログラム　審査の手引
・平成20年度　質の高い大学教育推進プログラム　審査結果報告
・平成20年度　質の高い大学教育推進プログラム　審査結果報告　別冊
・平成20年度　質の高い大学教育推進プログラム　Program for Promoting High-Quality University
Education
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(6))

（1）年度計画

（2）業務実績

（６）世界トップレベル研究拠点プログラム

　国の助成事業である世界トップレベル研究拠点プログラムについて、専門家による委員会を開催するとともに
評価業務・管理業務を実施する。
　平成20年度は、平成19年度に採択された5拠点についてのフォローアップ・管理業務を行う。
　その際、プログラムを担当するPD・POを配置し、専門的な観点からプログラムの進捗状況を管理する。

　平成19年度に開始された本事業については、文部科学省より委託を受け、審査業務・評価業務・管理業務を
行っている。平成20年度は、19年度より設置しているプログラム・ディレクター(PD)及び各拠点担当のプログラ
ム・オフィサー(PO)を中心としたフォローアップ業務・管理業務を実施した。
　また、平成19年度の進捗状況の確認のために、PD及びPOによる各拠点の現地視察の結果をもとに、プログラム
委員会(委員長：井村裕夫　京都大学名誉教授)による第1回フォローアップ会合を平成20年5月に開催し、必要に
応じて改善すべき事項等をプログラム委員会からの「コメント」としてとりまとめた。
　さらに、平成20年度の進捗状況の確認においては、PDと拠点ごとに設置された作業部会(POが主査)による各拠
点への現地視察を行い、その結果をもとに、プログラム委員会による第2回フォローアップ会合を平成21年3月に
開催した。
　なお、拠点構想の進捗状況の把握や適切な管理のため、PD・PO会議を7回開催した。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

効率性
　PD及びPOを設置し、適切な指導・助言が行えるよう配慮しつ
つ、効率的にフォローアップを行っていくためにプログラム委
員会の下に、POを主査とする作業部会を拠点ごとに設置した。

有効性

　「目に見える拠点」の構築を確実に図るため、プログラム委
員会によるフォローアップ会合を毎年開催し、採択拠点に対す
る進捗状況の確認等を行い、その結果を「コメント」として開
示し、拠点構想がより推進されるよう努めている。
　なお会合に際しては、委員の半数を外国人とする作業部会に
よる現地視察を行い、拠点長等との意見交換を行う等、拠点構
想を十分に勘案しつつ、国際的な視点も含めながらフォロー
アップにあたった。

公正性・透明性

　公平・公正なフォローアップの徹底を図るため、作業部会委
員の選定にあたっては、利害関係者の排除に加え、機関等から
の貴重な情報資料の管理・保護等の遵守について配慮してい
る。
　フォローアップに係る審議は非公開とし、さらにその経過は
他に漏らさないこととしているが、フォローアップ会合終了後
においては、フォローアップ結果の公表、拠点へのフォロー
アップ結果の開示について積極的に行っている。
　また、振興会のホームページにおいて、プログラム委員名
簿、フォローアップ結果、各拠点から提出された報告書等関係
情報の提供について積極的に行っており 透明性にも配慮して

Ｓ

情報の提供について積極的に行っており、透明性にも配慮して
いるほか、PRパンフレットを作成する等、事業の積極的な発信
も図った。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(6))

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

○研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等
に関する法律（平成20年6月11日法律第六十三号）（国際的に卓越した研究開発等の拠点の整
備、充実等）
　第十九条　国は、国際的視点に立った研究開発力の強化を図るため、国の資金により行われ
る研究開発等の実施における卓越した外国人の研究者等の招へい、国際的に卓越した研究開発
等に係る環境の整備、一の研究開発等における多数の研究開発機関の研究者等の能力の活用そ
の他の国際的に卓越した研究開発等を行う拠点の整備、充実等に必要な施策を講ずるものとす
る。

　指摘事項を踏まえつつ、事業を推進している。

世界トップレベル研究拠点プログラム（WPIプログラム）フォローアップ基本方針
世界トップレベル研究拠点（WPI）プログラム委員会委員リスト
「世界トップレベル研究拠点（WPI）プログラム」プログラム・ディレクター(PD)及びプログラム・オフィサー
(PO)リスト
世界トップレベル研究拠点（WPI）プログラム作業部会主査及び作業部会委員一覧
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(7))

（1）年度計画

（2）業務実績

（７）政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進

　国の「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」及び「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学
研究推進事業」について、審査業務・プロジェクト管理業務を実施する。
　平成20年度においては、新たに公募する取組の審査・選定を行う委員会を開催するため、専門家による公正な
審査体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保しつつ、適切かつ円滑な運営を図るとともに、情報公開に努
める。
　また、平成17･18年度及び平成20年度に選定された課題についてプロジェクト管理を行うとともに、 終年度
の課題については評価を行う。

○「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」
　評価・管理に関する事項の調査審議を行うための事業委員会に加えて評価委員会を設置し、平成18年度採択の
プロジェクト研究5件について中間評価を実施した。また、プロジェクト研究の進捗状況を管理するために研究
コーディネーターを設置し、事業としての統一性を図るとともに、研究推進上の課題等について情報交換を行う
ため研究代表者等を交えた研究連絡会を実施した。

○「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学研究推進事業」
　文部科学省が行った公募をうけて、平成20年7月に44機関56件の応募を受け付けた。さらに、審査・管理に関
する事項の調査審議を行うための事業委員会に加えて審査委員会を設置し、書面審査・面接審査を実施し4件の
採択候補課題を選定した また プロジ クト研究の進捗状況を把握するためにプログラム デ レクタ (PD)
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

採択候補課題を選定した。また、プロジェクト研究の進捗状況を把握するためにプログラム・ディレクター(PD)
とプログラム・オフィサー(PO)を設置し、プロジェクト研究の管理を行った。

評価の観点 達成度

効率性

　「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」の中間
評価について、プロジェクト研究毎に4～5名で構成する評価
チームを置くことにより専門性の高い評価を効率的に実施し
た。
　また、「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学研究推
進事業」の応募書類については、府省共通研究開発管理システ
ム（e-Rad）によるオンライン申請とすることで、大学・研究
者の事務的負担の軽減に努めた。

有効性

　「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」、「近
未来の課題解決を目指した実証的社会科学研究推進事業」とも
に、研究プロジェクトの進捗状況の把握、指導・助言等管理業
務を行うため、研究コーディネーター、プログラム・ディレク
ター(PD)、プログラム・オフィサー(PO)を設置し、研究プロ
ジェクトのフォローアップ体制の充実に努めている。

公正性・透明性

　審査・評価に係る審議は非公開とし、その経過についても委
員への守秘義務が課せられているが、審査・評価終了後は、各
機関・研究者への審査・評価結果の開示を行っている。
　また、振興会のホームページにおいても審査・評価結果に加
えて、審査要領、評価要領、各委員会委員名簿を積極的に公表
しており 審査・評価の透明性にも配慮している

Ａ

しており、審査・評価の透明性にも配慮している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(7))

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

○「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」
　評価要領、面接評価実施要領、事業委員会名簿、評価委員会名簿、研究コーディネーター名簿

○「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学研究推進事業」
　審査要領、面接審査実施要領、事業委員会名簿、審査委員会名簿、プログラム・ディレクター(PD）、プログ
ラム・オフィサー（PO）名簿
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自己点検・外部評価全体シート（第1-8）

掲載箇所 中期計画 １２頁 年度計画 １３頁 事業報告書 ８１頁

1．中期計画

2．意義・必要性

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　８　調査・研究の実施

８　調査・研究の実施
　学術システム研究センターの研究員を中心に、諸外国における学術振興施策の状況、国内外の学術研究の動向
等、振興会の業務運営に関して必要な調査・研究を実施する。諸外国の学術振興施策については、欧米主要国等
における学術振興に関する基本的政策、研究助成システム、研究者養成に対する考え方、国際交流の戦略等につ
いて、関係機関のホームページや文献、現地調査、海外研究連絡センターとの連携などにより、調査を適宜実施
し、情報の収集、分析を継続的に行う。
　学術研究の動向については、研究者の動向を含め、各種報告書、学術ジャーナル、国内外のシンポジウムへの
出席、関連研究者との意見交換等により、調査を適宜実施し、情報の収集、分析を継続的に行う。特に、学術シ
ステム研究センターの研究員全員に専門分野についての学術動向研究を依頼し、毎年度報告を受けるとともに、
結果をとりまとめ、事業に活かす。また、 新の学術動向等の調査研究の成果を踏まえつつ、国際的な競争のも
と、我が国が今後先導していくべき研究を発掘し、事業の企画・立案に反映させる。これらの成果については、
必要に応じ報告書等にとりまとめホームページ等において公表する。
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3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

　学術システム研究センターでは、研究員が所属する研究機関との受託研究契約による研究活動を通じ、研究員
自身の専門領域のみならず、全般的な学術の振興を見据え、国内外の振興方策や研究動向についての調査・分析
を行い、現状の課題や今後の方向性を明らかにし、事業展開に反映させた。
　特に、科研費及び特別研究員・外国人特別研究員の審査員選考は、学術システム研究センターの研究員が、前
年度の審査結果を検証した上で実施したが、その際、研究員の調査・研究成果を生かすことにより、公正かつ適
切に行うことができた。
　同様に、外国の研究機関に所属する研究者を、特別推進研究の審査意見書作成者に加えることとしたことに伴
う評定基準・評価方法等の検討に際しても成果を反映させるなど、評価システムの整備や改善にも役立てた。
　なお、海外での調査にあたっては、必要に応じ海外研究連絡センターの協力を得て実施している。
　海外研究連絡センターでは、海外における現地拠点として、諸外国における学術動向に関する情報収集を任務
としており、関係各課や文部科学省からの依頼により、欧米を中心とした海外研究連絡センターにおいて、当該
国及び周辺諸国の学術交流機関や大学の訪問調査等を行った。

　学術システム研究センターでは、人文・社会科学及び自然科学に至る全ての学問領域に対応する学術システム
研究センター研究員（任期3年）が、研究動向等の調査・研究を実施し、その成果に基づき、研究者自らが振興
会の各種事業に対し、提案・助言等を行うこととしている。本調査・研究は、今後の振興会の事業展開を図る上
で必要不可欠である。

８　調査・研究の実施（p.126-127）

―
 （単位：千円）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-8）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ

8．中期計画の進捗状況

　学術システム研究センターでは、研究員自身の専門領域のみならず、全般的な学術の振興を
見据え、国内外の振興方策や研究動向についての調査・分析を行い、現状の課題や今後の方向
性を明らかにし、事業展開に反映させているが、個々の研究員の発意に基づく調査・研究を行
うことにより、全ての学問領域にわたって機動的・効率的に研究活動を実施している。
　また、研究員の所属機関と受託研究の契約を締結することにより、研究費の経理管理も適切
に行っている。
　さらに、学術システム研究センターの構成員による検討の成果を取りまとめた論文を学会や
ホームページにおいて発表するなど、成果の公開等にも努めている。
　また、海外研究連絡センターでは、海外における現地拠点として、諸外国における学術動向
に関する情報収集を任務としており、関係各課や文部科学省からの依頼により、欧米を中心と
した海外研究連絡センターにおいて、当該国及び周辺諸国の学術交流機関や大学の訪問調査等
を行った。

Ａ

　110課題について委託研究契約に基づく研究を依頼し、その結果について報告書の提出を受けた。今後、これ
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9．外部評価

評定

　110課題について委託研究契約に基づく研究を依頼し、その結果について報告書の提出を受けた。今後、これ
らの報告書を整理したうえ、学術システム研究センターの構成員や関係部局等で供閲し、これからの事業実施に
活用していく予定である。

　我が国における学術研究の振興を目的とする日本学術振興会にとって、諸外国の学術振興施
策の状況、国内外の学術研究の動向、自らの業務運営に必要な事項等を調査・研究すること
は、極めて重要である。
　主にその任を担っている学術システム研究センターは、研究員が所属する研究機関との委託
研究（平成２０年度実績：５３機関、１１０課題）により、国内外の振興方策や研究動向に関
する調査・分析を行い、その成果を振興会の事業内容の改善・充実に役立てている。たとえ
ば、前年度における科研費や特別研究員・外国人特別研究員の審査結果を検証して、当該年度
における審査員選考等を公正かつ適切に行ったこと、また、外国の研究機関に所属する研究者
を特別推進研究の審査意見書作成者に加えることに伴う評定基準・評価方法等の策定にあたっ
て、事前にこれに関する調査を行い、その成果を反映させたことなどを指摘できる。こうした
取組は、中期計画の達成に向けて、高く評価される。
　また、海外研究連絡センターは、諸外国の学術交流機関や大学に対する訪問調査等により、
海外学術情報の収集・分析に鋭意努めている。今後、海外学術情報の重要性はますます増大す
ることから、海外研究連絡センターはより質の高い情報を迅速に収集できる体制へと整備を急
ぐ必要がある。
　振興会の調査・研究成果の公表については、平成２０年８月創刊の学振メールマガジンなど
を更に活用して、一層促進する必要がある。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-8）

（1）年度計画

（2）業務実績

８　調査・研究の実施

　学術システム研究センターの研究員を中心として、海外研究連絡センターとの連携による諸外国における学術
振興施策の状況調査及び国内外の学術研究動向、研究者動向等の調査・研究を実施し、結果をとりまとめ、今後
の振興会事業に反映させることとする。
　特に学術研究動向については、学術システム研究センター研究員全員が専門分野にかかる学術動向調査研究を
実施し、その成果を参考として行うより適切な審査委員の選考や、 新の学術動向を反映させた評価システムの
整備など、本会が行う審査・評価業務等の向上に役立てる。
　また、これらの成果については、必要に応じ報告書等にとりまとめホームページ等において公表する。

　学術システム研究センターにおいては、研究員が所属する研究機関との委託研究（平成20年度は、53機関
（110課題））による研究活動を通じ、研究員自身の専門領域のみならず、全般的な学術の振興を見据え、国内
外の振興方策や研究動向についての調査・分析を行い、現状の課題や今後の方向性を明らかにし、事業展開に反
映できるよう提案した。
　特に、科研費及び特別研究員・外国人特別研究員の審査員選考は、学術システム研究センターの研究員が、前
年度の審査結果を検証した上で実施したが、その際、研究員の調査・研究成果を生かすことにより、公正かつ適
切に行うことができた。
　同様に、外国の研究機関に所属する研究者を、特別推進研究の審査意見書作成者に加えることとしたことに伴
う評定基準・評価方法等の検討に際しても成果を反映させるなど 評価システムの整備や改善にも役立てた
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

う評定基準・評価方法等の検討に際しても成果を反映させるなど、評価システムの整備や改善にも役立てた。
　なお、海外での調査にあたっては、必要に応じ海外研究連絡センターの協力を得て実施している。
　海外研究連絡センターでは、海外における現地拠点として、諸外国における学術動向に関する情報収集を任務
としており、関係各課や文部科学省からの依頼により、欧米を中心とした海外研究連絡センターにおいて、当該
国及び周辺諸国の学術交流機関や大学の訪問調査等を行った。
　これらの成果については、ホームページ等において公表した。

評価の観点 達成度

学術動向調査等の効果的実施

　学術システム研究センターでは、個々の研究員の発意に基づ
き、研究員自身の専門領域のみならず全般的な学術の振興を見
据えつつ、各分野の特性に応じた研究動向等の調査・研究を実
施することにより、調査結果及び研究成果を全ての学問領域に
わたって振興会業務の向上に役立てることができた。
　なお、調査・研究の実施にあたっては、研究員の所属機関と
「受託研究」の契約を締結することにより、所属機関内におい
て効率よく調査・研究を実施するとともに、適切な研究費の執
行及び経理管理を行えるようにした。
　また、海外での調査にあたっては、必要に応じ海外研究連絡
センターと連携して実施した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-8）

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（項目別
－12）」
今後は、調査・研究の拡充、成果の公開等に一層努めることが必要である。

　学術システム研究センター構成員による検討の成果をとりまとめた論文である「共同研究の
関係を用いた研究領域の時系列解析」を日本ソフトウェア科学会ネットワークが創発する知能
研究会第４回ワークショップ（JWEINO8)で公表したうえ、ホームページにおいて公開するな
ど、引き続き調査・研究の拡充、成果の公開等に一層努めている。

独立行政法人日本学術振興会学術システム研究センター調査研究業務に関する委託基準
独立行政法人日本学術振興会ホームページ学振ニュース・海外ニュース
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自己点検・外部評価全体シート（第1-9）

掲載箇所 中期計画 １２頁 年度計画 １３頁 事業報告書 ８５頁

1．中期計画

2．意義・必要性

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　９　広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用

９　広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用
　振興会の活動内容や調査研究の成果を、より広く内外の研究者、関係機関や国民に理解してもらうため、魅力
ある広報誌等出版物やホームページの内容充実に努めるなど、効果的な情報提供が実施できるよう、広報体制を
整備し、その充実を図る。
　学術システム研究センターの調査・研究の成果、各事業において支援対象者から提出された実績報告書等につ
いては、知的所有権等に配慮した上で、事業の企画立案等に活用するとともに、ホームページへの掲載や出版等
により、研究者をはじめ社会に積極的に提供し、広く普及させる。

　第3期科学技術基本計画にも謳われているとおり、科学技術・学術は、国民の理解と支持を得てはじめてその
発展が可能といっても過言ではなく、国民と社会にその成果を還元することが求められている。研究成果の情報
発信、成果の普及活動は、国民が、科学に対する夢と感動を実感できるだけでなく、学術振興の重要性につい
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3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

（１）事業の実施状況や学術研究に関わる情報について、ホームページへの掲載を積極的に進めるとともに、事
業内容を紹介するパンフレット、ニューズレターやポスターを作成・配布し、広く情報発信を行った。また、平
成20年8月からは、毎月メールマガジンを発信する新しい試みを開始し、情報発信力の強化に努めた。
　
（２）学術システム研究センターでは、学術振興方策及び学術研究動向に関する調査・研究を実施するととも
に、その成果を直接、科研費及び特別研究員・外国人特別研究員などの諸事業における審査委員等の候補者案の
作成及び審査結果の検証、日本学術振興会賞の予備的審査、そして振興会の事業全般に対する提案・助言等にお
いて活用した。また、海外での調査にあたっては、海外研究連絡センターと連携して実施した。これらの調査・
研究による成果は、ホームページにおいて公開するなど成果の普及・活用にも努めており、学術システムセン
ターを活用した調査・研究を適切に実施できた。

民 夢 振
て、その理解を深化させることが可能となる。振興会の活動内容や調査研究の成果を各種媒体を活用して、広く
広報・普及することは、研究者のみならず、国民の理解・意識の醸成に向けて大変重要である。

９　広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用
（１）広報と情報発信の強化（p.130-131）
（２）成果の普及・活用（p.132-133）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-9）

5．決算額（支出額）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

―
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ

　様々な広報媒体を活用した広報活動を実施した。振興会からの情報発信は、研究者或いは大
学等研究機関が中心となっているが、必要十分な情報量が発信できたものと評価している。
　ノーベル賞日本人同時受賞を契機とした基礎研究に対する関心の高まりにより、多数の取材
に協力できたことは、特筆すべき活動実績といえる。また、取材協力により、複数のプレスと
の情報発信ルートを蓄積できたことは、今後の広報活動の財産となった。さらには、法人の知
名度の向上についても、大きく貢献したものと評価している。
　一方で、国民に対する研究成果発信、理解増進活動については、充実・強化させる余地があ
ると言え、広報体制の充実が課題である。中・長期的な視点のもとに、広報体制を強化するこ
とが必要である。

Ａ
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Ａ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

　情報発信力の強化、理解増進活動については、国民・社会への還元という点からも、年々充実させる必要があ
り、情報発信力の強化とともに、その体制の強化が不可欠である。
　学術システム研究センターでの調査・研究の成果の普及については、ホームページを活用して広く一般に公開
している。引き続き、調査研究を進めることにより、その普及・活用に努めることが必要である。
　情報発信力強化のための体制強化については、喫緊に解決することは難しいが、年度計画に定められた情報発
信、成果普及活動は十分に実施できており、中期目標・計画を達成できるものと分析している。

　振興会の活動内容や調査研究の成果を、より広く内外の研究者、関係機関や国民に理解して
もらうことは極めて重要である。そうした認識の下、これまでのパンフレットやニューズレ
ター等の作成・配布に加え、平成20年8月にはメールマガジン（毎月発信）を創刊するなどし
て、広報活動の更なる強化を図っている。また、平成２０年度のノーベル賞日本人同時受賞を
広報活動のチャンスと捕らえ、数多くの取材に積極的に協力するとともに、そのチャンネルを
生かして継続的に振興会の知名度向上に努めている。さらには、学術振興方策や学術研究動向
に関する調査・研究の成果や、各事業において支援対象者から提出された実績報告書等をホー
ムページに掲載するなどして、その普及に努めている。こうした努力は、中期計画の達成に向
けて、高く評価される。
　今後、振興会が有する様々な媒体を活用して、メールマガジンの発信先の増大やその英文
化、広報体制の強化等が図られることを期待する。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-9-(1)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（１）広報と情報発信の強化

　国民及び研究者等に向けた広報の在り方、実施方法についての協議を行い、その検討結果を踏まえた適切な広
報に努める。
　また、各事業の実施状況等、学術研究に関わる情報について、以下の方法により公開し、普及に努める。
①ホームページへの掲載
　各事業の概要、支援の内容等についてホームページに掲載する。
②パンフレット等の配布
　振興会の事業内容について分かり易く編集された和文・英文のパンフレットを各10,000部以上作成し、学術機
関、行政機関、海外の諸機関に対して送付するほか、必要に応じて事業毎にパンフレットを作成・配布する。
③英文ニューズレター
　英文ニューズレターを年4回（各回15,000部）発行し、振興会の事業により来日したことのある外国人研究
者、海外の学術振興機関、在日大使館等に配布する。

  事業の実施状況や学術研究に関わる情報について、ホームページへの掲載を積極的に進めるとともに、事業内
容を紹介するパンフレット、ニューズレターやポスターを作成し、内外の研究者及び研究機関への送付や会議の
場での配布により、広く情報発信を行った。

新たな取組としては、平成20年8月から毎月メールマガジンを発信し、公募情報や各種事業、行事予定の紹介
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

  新たな取組としては、平成20年8月から毎月メールマガジンを発信し、公募情報や各種事業、行事予定の紹介
等、事業内容の周知に努め、情報発信の強化を行った。
  また、文部科学省が主催する「文部科学省所管独立行政法人等広報担当者会議」に出席し、振興会の広報活動
等の報告及び他の科学技術関係法人等で実施されている広報活動についての情報収集等を実施したほか、内閣府
が主催する「第7回産学官連携推進会議」（平成20年6月：京都）及び「第8回産学連携サミット」（平成20年11
月：東京）に共催機関として参画し、振興会事業についての広報活動を行なった。
  なお、平成20年度は日本人のノーベル賞受賞を契機として、社会の学術研究や振興会への興味が向けられる機
会となったが、マスコミ等各種取材の際には、連絡調整、取材場所の提供等を行うことと併せて、我が国の学術
研究の支援や振興会について広く理解が得られるよう説明を行い、積極的に広報活動を実施した。
　ノーベル賞の日本人受賞者に関するポスターも他機関との協力により作成し、200部をひらめき☆ときめきサ
イエンス参加校等に配布した。
  このような活動を通じて、研究者や国民から広く理解が得られるよう、様々な手段により広報活動を実施し、
振興会の組織や事業の情報の周知を図り、普及に努めた。

評価の観点 達成度

振興会事業への理解増進及び情
報発信の強化

　事業内容の紹介や、学術情報等のお知らせをホームページに
解りやすく掲載し、 新の情報を迅速に提供した。また、平成
20年8月から、メールマガジンを新たに発信し、公募予定や会
議開催などについて、広範な振興会事業の情報提供を実施し、
情報発信力を強化した。
　また、パンフレット等各種印刷物の配布、文科省主催の広報
に関する会議への参加、説明会の実施等、様々な手段を積極的
に活用することにより、国の内外を問わず、理解増進活動を
行った。
　さらには、日本人のノーベル賞受賞を契機として、基礎研究
に対する興味、関心の高まりにより、科学研究費をはじめとし
て、振興会事業の広報活動を実施し、法人の知名度の向上ととて、振興会事業の広報活動を実施し、法人の知名度の向上とと
もに、理解増進が図られた。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-9-(1)）

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

各10,000部以上の和文・英文パ
ンフレット作成および各16,000
部のニューズレター作成

　パンフレットについては、和文・英文とも、4月、10月に各
5,000部ずつ作成し、説明会や会議等で配布したほか、大学等
研究機関に送付した。
　また、英文ニューズレターについては、「JSPS Quarterly」
を平成20年6月、9月、12月及び平成21年3月にそれぞれ16,000
部発行し、本会の事業により来日したことのある外国人研究
者、海外の学術振興機関、在日大使館等に配布した。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
（ニ）ホームページ等の充実を図り、法人の事業内容や研究成果について、研究者だけでなく
一般国民にも分かりやすいような魅力ある広報活動を行う必要がある。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　広報」
一般国民や研究者を目指す若者に対する研究成果の発信や事業の理解増進については、わかり
やすく魅力あるという観点から更なる努力が必要である。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　調査・研
究の実施」
今後、各事業より得られた成果について、社会への発信に努力し、学術振興に対する研究者の
意識向上を図ることも重要である。
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見直し状況

（5）評価資料

ホームページでの事業の紹介や迅速な公募の告知、パンフレット等配付資料の充実化を図り、
研究者や一般への事業の周知を推進した。

日本学術振興会パンフレット（和文・英文）、「JSPS Quarterly(No.24,25,26,27)」

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　学術情報
の広報・周知」
情報の収集・発信は非常に重要であり、今後、他大学、関係機関とより一層の連携をはかりつ
つ、振興会が学術情報発信拠点として中核的な役割を果たしていくことが望まれる。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（全
体）」
（ホ）広報活動については、法人の活動状況や調査・研究の成果について、研究者さらには国
民への理解増進の観点から、一層の努力が必要である。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-9-(2)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（２）成果の普及・活用

　学術システム研究センターの調査・研究の成果については、事業の企画・立案に反映させるとともに、必要に
応じ報告書等にとりまとめホームページ等において公表する。

　学術システム研究センターは、学術振興方策及び学術研究動向に関する調査・研究を実施し、その成果を直
接、科研費及び特別研究員・外国人特別研究員などの諸事業における審査委員等の候補者案の作成及び審査結果
の検証、日本学術振興会賞の予備的審査、そして日本学術振興会の事業全般に対する提案・助言等において活用
している。
　例えば、平成20年度には、外国の研究機関に所属する研究者を、特別推進研究の審査意見書作成者に加えるこ
ととしたことに伴う評定基準・評価方法等の検討に際して調査・研究の成果を反映させるなど、評価システムの
整備や改善に役立てている。
　なお、平成19年度の受託研究契約に基づく学術研究動向等調査研究については、年度終了後に各研究員から
『調査研究実績報告書』として成果を提出してもらっており、それらを取りまとめたうえ適宜参照するなど、そ
の活用を図った。
　学術システム研究センター構成員による検討の成果をとりまとめた論文である「共同研究の関係を用いた研究
領域の時系列解析」については 日本ソフトウェア科学会ネットワークが創発する知能研究会第４回ワーク
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

領域の時系列解析」については、日本ソフトウェア科学会ネットワークが創発する知能研究会第４回ワーク
ショップ（JWEINO8)で公表したうえ、ホームページにおいて公開するなど、引き続き調査・研究の成果の一層の
普及・活用に努めた。
　また、海外での調査にあたっては、必要に応じ海外研究連絡センターと連携して実施した。海外研究連絡セン
ターは、研究員のために情報の提供、訪問のアレンジ・随行など、海外の現地拠点として種々の協力や便宜の供
与を行った。さらに、海外研究連絡センターが取りまとめた海外の学術動向等については、本部や各海外研究連
絡センターのホームページなどに掲載され、広く公表された。

評価の観点 達成度

調査研究成果の公表
　調査研究を行う研究員氏名と所属先を名簿としてホームペー
ジに公表した。調査研究の成果を検討したうえ論文に取りまと
め、学会で発表するとともに、ホームページ上に公表した。

該当なし

132136



自己点検・外部評価個別シート（第1-9-(2)）

　

見直し状況

（5）評価資料

学術システム研究センター研究員名簿（平成20年4月1日現在）
「共同研究の関係を用いた研究領域の時系列解析、日本ソフトウェア科学会ネットワークが創発する知能研究会
第４回ワークショップ（JWEINO8), pp. 86-92,（沼尾　正行他）」

該当なし
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自己点検・外部評価全体シート（第1-10）

掲載箇所 中期計画 １２頁 年度計画 １３頁 事業報告書 ８８頁

1．中期計画

2．意義・必要性

事業・業務の名称：第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
　　　　　　　　　目標を達成するためとるべき措置
　　　　　　　　　１０　前各号に附帯する業務

１０　前各号に附帯する業務
　学術研究の推進に資する事業として以下のとおり前各号に附帯する業務を毎年度着実に実施する。
①国際生物学賞委員会により運営される生物学研究に顕著な業績を挙げた研究者を顕彰する国際生物学賞にかか
る事務を担当する。
②野口英世博士記念アフリカの医学研究・医療活動分野における卓越した業績に対する賞（野口英世アフリカ
賞）に係る医学研究分野の審査業務を担当する。
③学術関係国際会議の開催のため、免税措置を受けられない主催者に代わり、特定公益増進法人としての募金の
事務を行う。
④寄付金を受入れ、寄付者の意向に基づき特定分野の助成を行う個別寄付金事業、及び事業分野をあらかじめ特
定しないで助成する学術振興特別基金の事業を行う。

　国際生物学賞は昭和天皇の御在位60年と長年の生物学の御研究を記念するとともに、生物学の奨励を図るた
め、生物学の研究において世界的に優れた業績を挙げ、世界の学術の進歩に大きな貢献をした研究者を顕彰した
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3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

　国際生物学賞は、第24回国際生物学賞審査委員会を平成20年6月9日（第3回会議）及び7月7日（第4回会議）に
開催した後、平成20年9月17日の第48回国際生物学賞委員会において米国・ミネソタ大学教授　ジョージ・デイ
ビッド・ティルマン博士を第24回国際生物学賞受賞者に決定し、平成20年12月8日に日本学士院にて天皇皇后両
陛下の行幸啓を仰ぎ、第24回国際生物学賞授賞式を挙行した。
　国際生物学賞基金の募集趣意書を作成し、募金活動を実施し、16,783千円（10件）の寄付を集めた。
  学術関係国際会議開催にかかる募金事務では、振興会を通じて募金を行うことで、税制上の優遇措置をうける
ことにより、主催者が募金活動を行いやすくなる。また振興会のPRにもつながっている。

寄付金事業の形態は 学術会合の開催 研究助成 国際交流等多様であるが それぞれ寄付者の意向に沿 た

め、生物学の研究において世界的に優れた業績を挙げ、世界の学術の進歩に大きな貢献をした研究者を顕彰した
いという研究者の要望に基づいて創設されたものである。
　学術の国際会議開催にかかる募金事務は、学術の国際交流に貢献する国際会議事務について間接的に支援を行
うものであり、振興会事業の目的にかなっている上、振興会が特定公益増進法人であることを有効に生かすもの
である。学術研究を取り巻く財政状況の厳しさから、その重要な成果発表の機会である学術国際会議について
も、寄付金にある程度依存せざるを得ない状況があり、税制上の優遇措置を受けるという間接的支援であるが、
学術関係者のニーズに適切に応えうるものである。
　個別寄付金及び学術振興特別基金については、特定公益法人に対する寄付金として、寄付者が個人の場合は、
「寄付金控除」の適用を受けることにより、また、法人の場合、「寄付金損金算入」の特例が適用されることに
より免税措置が取られる。免税の措置が取られることにより、寄付者において財政面でのメリットがあることに
加え、必要な事務経費は、消耗品費、通信費等の実費以外、寄付者の負担とならないことから、限られた資金を

大限事業に振り向けることができる。すなわち、振興会の寄付金事業は、学術の振興を願う篤志家等の資金を
その意志に基づき様々な事業形態により実施するという重要な役割を担っている。

１０　前各号に附帯する業務
（１）国際生物学賞にかかる事務（p.136-137）
（２）学術関係国際会議開催にかかる募金事務（p.138）
（３）個別寄付金及び学術振興特別基金の事業（p.139）

　寄付金事業の形態は、学術会合の開催、研究助成、国際交流等多様であるが、それぞれ寄付者の意向に沿った
事業が適切に実施されている。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-10）

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：法人共通、その他の事業（前各号に附帯する業務）】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

50,892
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

　国際生物学賞は、外国人審査委員を含めた国際生物学賞審査委員会において慎重かつ多角的
に審議を行った結果、世界的に優れた業績を挙げ、世界の学術の進歩に大きな貢献をした研究
者を授賞者として選考したこと、また授賞式には天皇皇后両陛下のご臨席をいただけたことに
より、国際生物学賞が国際的に著名な賞であることを国内外にアピールできたことから、20年
度計画を達成したものと考える。また、募金活動や基金の運用の工夫により、自己収入の増を
図った。
　寄付金事業の形態は、学術会合の開催、研究助成、国際交流等多様であるが、それぞれ寄付
者の意向に沿った事業が適切に実施されている。また、新たに寄付を受けるなどの自己収入確
保に向けた取組を実施するほか、低金利により基金の取り崩しが行われている事業について
は、引き続き寄付者との間で十分な理解を得ながら業務を進める必要がある。今後は積極的に
広報を行い、事業について広く周知し、寄付の増額を目指して事業の活性化を図ることが課題
である。

Ａ
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平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ

8．中期計画の進捗状況

10．外部評価

評定

　国際生物学賞は、国際生物学賞審査委員会により受賞者を選定し、米国・ミネソタ大学教授　ジョージ・デイ
ビッド・ティルマン博士を第24回国際生物学賞受賞者に決定し、平成20年12月8日に日本学士院にて天皇皇后両
陛下の行幸啓を仰ぎ、第24回国際生物学賞授賞式を挙行した。また、国際生物学賞基金の募集趣意書を作成し、
募金活動を実施し、16,783千円（10件）の寄付を集めた。
　各寄付金事業については、個人や企業からの広く寄付金を受け入れ、特定公益増進法人としての募金事務を実
施したほか、特定分野の助成を行う個別寄付金事業を実施した。

　国際生物学賞は、日本学士院にて天皇皇后両陛下の行幸啓を仰ぎ授賞式を挙行できる点、国
際的にも権威ある顕彰であり、学術研究の啓蒙宣伝にとり重要な役割を果たしていると言え
る。
　各寄付金事業活動は学術振興への賛同者の輪を広げる上でも重要な取り組みである。また、
特定公益増進法人への寄付のメリットについても、企業、個人に対して広く周知されることが
望まれる。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-10-(1)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（１）国際生物学賞に係る事務

　国際生物学賞委員会により運営され、生物学研究に顕著な業績を挙げた研究者を顕彰することにより国際的に
も高い評価を受けている国際生物学賞の第２４回顕彰にかかる事務を行うとともに、第２５回顕彰に向けた準
備・支援の事務を積極的に実施する。また、募金趣意書を配布するなど、国際生物学賞基金への募金活動に努め
る。

　第24回国際生物学賞審査委員会を平成20年6月9日（第3回会議）及び7月7日（第4回会議）に開催した後、平成
20年9月17日の第48回国際生物学賞委員会において米国・ミネソタ大学教授　ジョージ・デイビッド・ティルマ
ン博士を第24回国際生物学賞受賞者に決定した。平成20年12月8日に日本学士院にて天皇皇后両陛下の行幸啓を
仰ぎ、第24回国際生物学賞授賞式を挙行した。
　また、平成21年1月23日に第25回国際生物学賞の基本方針について議論するため、第49回国際生物学賞委員会
を開催した。また同日、第25回国際生物学賞の審査を実施する審査委員会（第1回会議）を開催し、2月12日に第
2回会議を開催した。
　国際生物学賞基金の募集趣意書を作成し、募金活動を実施し、16,783千円（10件）の寄付を集めた。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

権威ある賞としての認知度向上
に向けた対応

　審査基準、候補者推薦手続き等はすべて、国際生物学賞審査
委員会において決定され、委員である研究者の意見が反映され
るよう配慮している。
　授賞式には、天皇皇后両陛下のご臨席を賜り、また、受賞者
決定及び授賞式については、積極的に広報活動を行い、授賞式
当日は多数のマスコミが取材に訪れた。その結果、授賞式の模
様がマスコミで報道された。

公正な審査の実施

　審査委員会は19名の研究者から構成されており、その中には
４名の著名な外国人研究者も含まれており、多角的に審査する
体制を整備している。
　国際生物学賞受賞者決定の報道発表資料において審査経過や
授賞理由を明記している。
　国際生物学賞顕彰規程、国際生物学賞委員会規程を定め、審
査手続等を明確化している。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-10-(1)）

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

国際生物学賞委員会（第48回会議）議事次第
国際生物学賞委員会（第49回会議）議事次第
第24回国際生物学賞審査委員会（第３回会議）議事次第
第24回国際生物学賞審査委員会（第４回会議）議事次第
第25回国際生物学賞審査委員会（第１回会議）議事次第
第25回国際生物学賞審査委員会（第２回会議）議事次第
報道発表資料「第24回（平成20年）国際生物学賞の受賞者決定」
報道発表資料「第24回国際生物学賞授賞式について（お知らせ）」

○「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　国際生
物学賞にかかる事務」
　本事業を社会に対して積極的にアピールし、社会的認知度を上げていくことも重要である。

　受賞者決定時及び授賞式には、報道発表を行っている。また、授賞式は報道陣の取材を許可
しており、本年度においても多数の報道陣が取材に来たところである。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-10-(2)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

一定の受託基準を満たした申請について 役員会での審議を

（２）学術関係国際会議開催に係る募金事務

　学術関係国際会議の開催のため、指定寄付金による募金、並びに特定公益増進法人としての募金の事務を行
う。

　平成20年度は、振興会が特定公益増進法人として募金事務を行い、下記の国際会議の円滑な開催に寄与した。
　平成20年度において振興会が学術関係国際会議開催のために受託した募金事務は、「第4回世界トライボロ
ジー会議」「第14回国際内分泌学会議」及び「第25回国際糖質シンポジウム」の3件である。
　また、募金事務を受託し開催された国際会議は、「第5回国際研究皮膚科学会議」（平成20年5月14日～17日開
催）、「第21回国際結晶学連合会議」（平成20年8月23日～31日開催）、「第10回国際行動医学会議」（平成20
年8月27日～30日開催）及び「第17回熱処理国際会議」（平成20年10月27日～31日開催）の4件である。

評価の観点 達成度
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（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

学術関係 際会議開催 ため 寄付金 募金を計 される 究者 方

円滑な国際会議の実施

　振興会を通じて募金を行うことで、税制上の優遇措置をうけ
ることができ、主催者が募金活動を行いやすくなる。また本会
のＰＲにもつながっている。
　この取組を通じて、寄付の円滑な受入が図られ、我が国にお
ける国際会議開催による学術の進展、及び国際交流の促進に寄
与している。

募金事務の実施

　一定の受託基準を満たした申請について、役員会での審議を
経て受託の可否を決定している。受託基準や手続きについて
は、様式の見本を載せた事務手引きを用意し、申請の問い合わ
せを受けた際に配布しており、円滑に手続きができるよう便宜
を図っている。
　平成20年度は、学術関係国際会議開催のために3件の募金事
務を受託した。

Ａ

学術関係国際会議開催のための寄付金－募金を計画される研究者の方々へ－
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自己点検・外部評価個別シート（第1-10-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（３）個別寄付金及び学術振興特別基金の事業

　寄付金を受入れ、寄付者の意向に基づき特定分野の助成を行う個別寄付金事業及び事業分野をあらかじめ特定
しないで助成する学術振興特別基金の事業を行う。

　民間企業、団体、個人等から広く寄付金を受け入れて、学術研究の助成、研究者に対する援助、学術に関する
国際協力の実施等の促進等のため、寄付者の意向に基づき、以下の事業を実施した。
・茅基金
・日中医学交流事業（大日本住友製薬株式会社及び第一三共株式会社からの支援による）
・熱帯生物資源研究基金研究助成事業
・藤田記念医学研究振興基金研究助成事業
　なお、茅基金と熱帯生物資源研究基金研究助成事業は、20年度をもって助成事業を終了した。

　この他、あらかじめ事業分野を特定しないで助成する学術振興特別基金事業として以下の事業を実施した。
・ 研究成果刊行の援助：
「50年間の研究活動記録（アーカイブ）」の概要
「Proceedings of the 4th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology (CGCT-4)」の概要
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

個別寄付金事業概要一覧、日中医学交流事業実施要項、独立行政法人日本学術振興会日中医学交流事業の実施業
務の委託に関する基準 日中医学交流事業委員 覧

適切な寄付金事業の実施

　支援対象の設定、審査及び評価は、個々の寄付者の意向に基
づき行われている。また、当該寄付事業の趣旨や目的は、趣意
書、募集要項等に明記されており、寄付者と支援を受ける者が
共通の理解のもと、研究等が推進されている。
　審査・評価を行う委員会名等については公表されている。

「整理合理化計画　Ⅲ－２－(2)　国から独立行政法人への財政支出」
　国から独立行政法人への財政支出は、3.5兆円（平成19年度当初予算ベース）であるが、事
務・事業の見直し、随意契約の見直し等による費用削減を図ることはもとより、寄付金募集の
拡大に向けた取組の強化など、自己収入の増大に向けた取組を推進することを通じて、中期的
には国への財政依存度を下げることを目指す。

　寄付金額の増加を目指し、ホームページや手続きの手引き等により、周知を図った。

評価の観点 達成度

務の委託に関する基準、日中医学交流事業委員一覧
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自己点検・外部評価全体シート（第2）

掲載箇所 中期計画 １３頁 年度計画 １４頁 事業報告書 ９１頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第二　業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

第二　業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置
１　業務運営については、既存事業の徹底した見直し、効率化を図る。
　一般管理費（人件費を含む。）に関しては、中期目標期間中の初年度と比して年率３％以上の効率化を達成す
るほか、その他の事業費（競争的資金等を除く。）については、中期目標期間中、毎事業年度、対前年度比１％
以上の業務の効率化を図る。
　人件費については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第
47号）を踏まえ、平成18年度以降の５年間で、平成17年度を基準として5％以上を基本とする削減を引き続き着
実に実施する。
　さらに、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006（平成18年7月7日閣議決定）に基づき、国家公務員の
取組を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継続する。
　ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分については削減対象から除く。
　具体的には、国家公務員の給与構造改革を踏まえた勤務評定に基づく昇給等の見直しを行う。また、給与水準
の適正化を図るため、職務内容、経歴、勤務状況等を勘案した管理職員手当の見直しを行うとともに職員給与の
昇級号数の抑制を行うなどにより、総人件費の縮減を図る。
　業務の効率化を図る際、研究者等へのサービス低下を招かないように配慮する。また助成・支援業務におい
て、研究者への支援を確実かつ効果的に行う上で必要な審査・評価経費については、適切に措置する。

２  複数の評定者による客観的な勤務評定をより厳格に行い、連続した特別昇給や昇給延伸などを含め、職員の
処遇に的確に反映させることにより、本人のインセンティブが高まるようにするとともに、能力に応じた人員配
置をきめ細かに実施し、業務の効率的・効果的な遂行を可能にする。
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2．意義・必要性

3．年度計画

置を 細 実施 、業務 効率 効果 な遂行を可能 する。

３　中期的な計画の下に、情報インフラの整備を図る。
（１）業務システムの開発・改善
会計システム等の業務システムは、業務の効率化、正確性などに直接影響を与えることから、必要に応じ、開発
及び改善を行う。
（２）情報管理システムの構築
法人文書の作成、決裁、保存まで、業務上作成された文書を適切に管理するとともに、業務に必要な振興会内の
諸手続については、情報共有ソフト(グループウェア)を活用し、効率的な業務運営が実施できるよう引き続き整
備を行う。

４　事業の効率的な遂行のため外部委託について検討を行い、実施する。

５　「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、その取組状況を公表する。また、随意契
約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施については、監事による監査を受けるとともに、監査
法人等によるチェックを要請する。

６  財務内容等の一層の透明性を確保するため、決算情報・セグメント情報の公表の充実等を図る。

　振興会が、研究者コミュニティから信頼される、学術研究の振興を担う我が国唯一の資金配分機関として、効
率的・効果的に事業を運営していく上で必要な要素である。

第二　業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置
１　業務運営の効率化（p.144-147）
２　職員の能力に応じた人員配置（p.148）
３　情報インフラの整備（p.149）
４ 外部委託の促進（p.150）４　外部委託の促進（p.150）
５　随意契約の見直し及び監査の適正化（p.151-153）
６　決算情報・セグメント情報の公表（p.154-155）
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自己点検・外部評価全体シート（第2）

4．得られた成果に関する評価

１　業務運営の効率化
　一般管理費について平成19年度予算に対して3.7％の削減を図ったほか、その他の事業費について、平成19年度予算
に対して2.9％の削減を図った。人件費についても、平成20年度においては、平成19年度と比較し、1％以上（△2.9％）削減
した。
　業務委託については、業務運営の効率化の観点から、平成19年度に引き続き実施した業務に加え、新たにデータ入力
業務を外部委託し、業務の合理化・効率化を図った。さらには、会計規程・契約規則を改正し、指名競争の要件等を国の
基準に合わせるとともに、複数年契約について明確化するなど、業務運営の一層の効率化に努めた。

２　職員の能力に応じた人員配置
　限られた人員で効率的かつ適正な業務運営を行うために、新規採用と併せて、関係機関との計画的な人事交流を行
い、多様な人材を配置した。
　勤務成績を処遇に適切に反映させるべく、複数の評定者による客観的かつ公平な勤務評定により、成績優秀者（職員全
体の約30%）を選出し、勤勉手当を増額して支給した。また、号俸の細分化に伴い、より勤務成績に反映された昇給制度を
平成19年1月から実施している。
　業務の効率的・効果的な遂行を可能にするため、語学研修をはじめ海外での研修や外部で開催される研修へ職員を参
加させた。
　職員が自発的に業務に有益な知識を得るために、大学院修学等をすることができる休職制度を創設した。

３　情報インフラの整備
（１）業務システムの開発・改善
　整理合理化計画で管理会計の導入の指摘を受けたことをふまえ、管理会計で必要となるセグメント情報を会計システム
で扱えるように改修を行い、平成２０年度より本格運用を開始した。
（２）情報管理システムの構築
　振興会ホームページの更新作業依頼について、グループウェアを活用した申請方法を取り入れ、申請した作業の進捗や
履歴がすぐに確認できるようにし、効率的な業務運営を行った。
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４　外部委託の促進
　事業の移管や新規事業の増加などに対応するため、各課で各事業の業務を精査し、費用対効果や研究者へのサービ
スの低下を招かないよう検証を行った上で、業務の一部について外部委託を実施した。平成２０年度は平成１９年度に引
き続き、より一層合理的かつ効果的に事業の実施を図るため、外部委託を拡大した。
平成２０年度に実施した外部委託業務（継続分）：
　・フェローシップ事業における公募、日本語研修、オリエンテーション、日常管理、生活支援等業務
　・特別研究員の就職状況等のデータ入力
　・情報システム運用管理支援業務
　・ＩＴコンサルタント会社による電子システム調達見積の評価
　・先端科学シンポジウムの管理・運用業務

平成２０年度　新規外部委託業務：
　・平成２０年特別研究員年末調整に伴う書類不備確認、問い合わせ対応、書類提出督促及びデータ入力等業務
　・若手研究者交流支援事業―東アジア首脳会議参加国からの若手研究者招へい―業務一部委託
　（書類確認、問い合わせ対応及びデータ入力等業務）
　会議開催の外部委託にあたっては、シンポジウム等の運営の準備から当日の受付に亘る一連の管理・運営業務を外部
委託したことにより、事務の効率化は勿論のこと、会議がスムーズに運営された。
　また、振興会のノウハウを用いて実施する業務で、公正性や秘匿性を確保すべき審査等の業務については、自ら実施し
た。

５　随意契約の見直し及び監査の適正化
（１）随意契約の見直し
　国における見直しの取組（「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付け財計第2017号。財務大臣から各省各
庁の長あて。））等を踏まえ、複数年契約について契約規則に明記し、取扱い要領を新たに整備したことで、恣意的な運用
を避けることが出来た。
　このような不断の見直しを行い、一般競争入札の導入・範囲拡大や契約の見直し等を通じた業務運営の一層の効率化
を図った結果、平成20年度は、平成19年度より随意契約の数の減少を図ることが出来た。
　また、随意契約状況や随意契約見直し計画のフォローアップ状況については、ホームページで広く公開した。
（２）監査の適正化
　監査法人に「契約締結に関する内部統制」を新たに依頼し、規程及び体制についてチェックを受けた。
　また、随意契約について２０件程度抽出確認を受けた。
　随意契約については監事による事前監査（決裁）を引き続き受け、適切に実施しているとの監査結果を受けた。

　随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、情報開示の状況について、監事及び会計監査人による監査で厳格に
チェックするとともに、評価委員会において事後評価を行う。
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自己点検・外部評価全体シート（第2）

5．決算額（支出額）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

一般管理費 513,730

その他の事業費 27,791,274

人件費（総人件
費改革相当額）

699,214
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

６　決算情報・セグメント情報の公表
　管理会計の活用により、事務・事業別、部門別といった単位における費用を明確にしつつ、費用対効果の分析を適切に
行うため、業務内容等に応じた適切な区分に基づくセグメントを各課の業務内容を検討した上、設定した。平成２０年度は
設定されたセグメントに沿って執行を行い、決算の確定と共にセグメント情報を公開することとした。

１　業務運営の効率化
　一般管理費、その他の事業費、人件費について、平成20年度においては、平成19年度と比較
し、削減目標を達成した。
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7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ

Ａ

２　職員の能力に応じた人員配置
　文部科学省及び国立大学法人等との計画的な人事交流により、各個人の能力に応じた人員配
置を実施し、業務を効率的・効果的かつ機動的に遂行した。勤務評定については、勤務成績を
職員の処遇に適切に反映させ、職員のインセンティブを高める方策として複数の評定者により
客観的かつ公平に実施した。

３　情報インフラの整備
　会計業務にあわせた会計システムの改善として、管理会計の導入に伴うセグメント対応を
行った。また、振興会ホームページの更新作業依頼に、グループウェアを活用した申請方法を
導入し、作業管理の簡素化を図り、効率的な業務運営に寄与した。

４　外部委託の促進
　外部委託を積極的に推進し、業務増・業務改善に対応した結果、少数の職員で本会全体の業
務を遂行した。

５　随意契約の見直し及び監査の適正化
　複数年契約について、契約規則、取扱い要領を整備したことで、恣意的な運用を避けること
が出来た。また、総務省行政管理局から入札・契約について監事及び会計監査人による徹底的
なチェックを行うよう要請があり、監事には引き続き、監査法人には新たに契約についての内
部統制等についてチェックを受けたことにより、合規性、公正性の向上が図れた。

６　決算情報・セグメント情報の公表
　事業及び業務内容に基づき適切なセグメントの設定をし、執行の結果を決算の確定と共にセ
グメント毎に公開することとした。

142146



自己点検・外部評価全体シート（第2）

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

　「業務運営の効率化」では削減目標を達成し、「職員の能力に応じた人員配置」ではインセ
ンティブを尊重しつつ客観的・公平に実施を図り、「情報インフラ整備」によって効率的な業
務運営に寄与し、「外部委託の促進」で不足がちな職員のマンパワーを補い、「随意契約の見
直し」を徹底すると同時に、「監査の適正化」をさらに進め、「決算情報・セグメント情報」
の公開にも努めている。したがって、年度計画を十分に達成したと評価できる。
　セグメント情報の公表は特に重要であり、一層の取組みに期待したい。

Ａ

　平成20年度は、第２期中期目標を達成するため、中期計画に沿って業務を適切かつ十分に達成している。
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自己点検・外部評価個別シート（第2-1）

（1）年度計画

１　業務運営の効率化

　業務運営については、既存事業の徹底した見直し、効率化を図る。また、組織体制、業務分担の見直しについ
て検討を行い、事務手続き、決裁方法など、事務の簡素化・合理化を促進する。これらにより一般管理費（人件
費を含む。）については、中期目標期間中の初年度と比して年率３％以上の効率化を達成するための取組を行
う。その他の事業費（競争的資金を除く。）について、平成１９年度予算に対して１％以上の削減を図る。また
寄付金事業等についても業務の効率化を図るなど、中期計画に従い業務の効率化を図る。
　なお、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において削減対象とされた人件費につい
ては、平成２２年度までに平成１７年度の人件費と比較し、５％以上削減し、「経済財政運営と構造改革に関す
る基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平
成２３年度まで継続する。そのため、平成２０年度の人件費については、平成１９年度の人件費と比較し、概ね
１％の削減を目安とする。ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分については削減対象から除く。
　具体的には、国家公務員の給与構造改革を踏まえた勤務評定に基づく昇給等の見直しを行う。また、職務内
容、経歴、勤務状況等を勘案した管理職員手当の見直しを行うとともに、職員給与の昇級号俸数の抑制を行うこ
となどにより、総人件費の縮減を図る。
　業務の実施に当たり委託等を行う場合には、国における見直しの取組（「公共調達の適正化について」（平成
１８年８月２５日付け財計第2017号。財務大臣から各省各庁の長あて。））等を踏まえ、一般競争入札の範囲の
拡大や随意契約の見直し等を通じた業務運営の一層の効率化を図ることとする。
業務の効率化を図る際、研究者等へのサービスの低下を招かないよう配慮する。
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（2）業務実績

　中期計画に掲げた「業務運営については、既存事業の徹底した見直し、効率化を図る。一般管理費（人件費を
含む。）に関しては、中期目標期間中の初年度と比して年率3％以上の効率化を達成するほか、その他の事業費
（競争的資金を除く。）については、中期目標期間中、毎事業年度、対前年度比1％以上の業務の効率化を図
る。」を実現するため、各課への予算配分にあたって効果的な執行を指示するほか、随時状況を周知し、常に事
業実施にあたって予算を意識させた。
　この結果、平成20年度においては、一般管理費について平成19年度予算に対して3.7％の削減を図ったほか、
その他の事業費について、平成19年度予算に対して2.9％の削減を図った。
　人件費についても、「行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定）において削減対象とされた人件費に
ついては、平成22年度までに平成17年度の人件費と比較し、5％以上削減する。そのため、平成20年度の人件費
については、平成19年度の人件費と比較し、概ね1％の削減を目安とする。ただし、今後の人事院勧告を踏まえ
た給与改定分については削減対象から除く。」を実現するため、次の取組を実施するとともに、ラスパイレス指
数を引き下げるため、給与体系の見直しを行った。
　・給与格付の引き下げとして、〔平成16年7月△7%　平成18年4月△3%　平成20年4月△4%〕を実施しており、
　　平成17年度決算と比較し△2.85％減となっている。
　・管理職手当の見直しとして、（本給月額の20%→16%～20%〔平成18年度から〕）を実施しており、平成17
　　年度と比較し△0.475％減となっている。
　・職員の昇給号俸数の抑制を平成20年1月から実施しており、平成17年度と比較して、△0.475％減となって
　　いる。
　その結果、平成20年度総人件費については、平成17年度決算に対して3.8％の削減を行った。
なお、平成19年度決算に対しては1.2％の削減となっている。

　業務の実施にあたり外部委託等を実施する場合には、国における見直しの取組（「公共調達の適正化につい
て」（平成18年8月25日付け財計第2017号。財務大臣から各省各庁の長あて。））等を踏まえ、一般競争入札の
範囲拡大や随意契約の見直し等を通じた業務運営の一層の効率化を図ることとしている。業務委託については、
業務運営の効率化の観点から、平成19年度に引き続き実施した業務に加え、新たにデータ入力業務を外部委託
し、業務の合理化・効率化を図った。さらには、会計規程・契約規則を改正し、指名競争の要件等を国の基準に
合わせるとともに、複数年契約について明確化するなど、業務運営の一層の効率化に努めた。
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自己点検・外部評価個別シート（第2-1）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

対前年度3％以上の一般管理費
削減

　平成20年度においては、一般管理費に関し、平成19年度予算
に対して3％以上の削減を計画したところであるが、実績では
3.7％削減を達成した。

（前年度予算額－決算額）÷前年度執行予算額＝効率化率
　※前年度執行予算額＝前年度予算額－時期繰越額
　※予算額、執行額は退職手当を除く。

【運営費交付金事業（一般管理費）】
（533,704,000－513,729,968）÷533,704,000＝3.7％

対前年度1％以上のその他の事

　平成20年度においては、その他の事業費に関し、平成19年度
予算に対して１％以上の削減を計画したところであるが、実績
では2.9％削減を達成した。

（前年度執行予算額－決算額）÷前年度執行予算額＝効率化率
※前年度執行予算額＝前年度予算額に平成20年度予算に
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Ａ

対前年度1％以上の人件費削減

　平成20年度の人件費については、平成19年度の人件費と比較
し概ね1％以上の削減を目安としていたが、実績では2.9％の削
減となった。
（人件費の範囲は常勤の役職員に対し支給した報酬（給与）、
賞与、その他の手当の合計額、退職金、福利厚生費（法定福利
費及び法定外福利費）は含まない。）

（20年度人件費－19年度人件費）÷19年度人件費×100＝削減
率
（699,214千円－720,458千円）÷720,458千円×100≒△2.9％

※平成20年度においては削減率が大幅に増加したが、これは育
児休業及び休職による欠員の補充がやむを得ずできなかったた
めである。仮に欠員が生じなかった場合の人件費は711,714千
円と試算しており、その場合の削減率は△1.2%になる。

（711,714千円－720,458千円）÷720,458千円×100≒△1.2％

対前年度1％以上のその他の事
業費の削減

　※前年度執行予算額＝前年度予算額に平成20年度予算に
　　おける業務政策係数による伸び率の影響額を含む。
　※予算額、執行額は退職手当を除く。

【運営費交付金事業（業務費）】
（28,609,277,210－27,791,274,667）÷28,609,277,210＝
2.9％
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自己点検・外部評価個別シート（第2-1）
　

（4）指摘事項に対する見直し状況

「整理合理化計画　Ⅲ－１－(4)　給与水準の適正化等」
③給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の観点から、監事に
よる監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチェックする。

「総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による評価結果」
本法人の平成19年度における給与水準は 対国家公務員指数（年齢勘案）で119 0（事務 技

「整理合理化計画　Ⅱ－１－(1)　事務・事業の見直し等」
　国民にとって真に不可欠な事務・事業以外は廃止すべきであり、引き続き独立行政法人が行
うこととされる事務・事業についても規模の適正化・効率化等を推進する。

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第３－２　効率化目標の設定及び総人件費改革」
　総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
（平成18年法律第47号）等に基づき、5年間で5％以上を基本とする削減を着実に実施すること
とし、役職員の給与に関し国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しを促進する。

「整理合理化計画　Ⅲ－１－(4)　給与水準の適正化等」
ア　各独立行政法人は、人件費総額について、行政改革推進法の規程に沿って着実に削減に取
り組むこと。

「整理合理化計画　別表【業務運営体制の整備】」
○「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）において削減対象とされた人件費に
ついては、平成22年度までに平成17年度予算の人件費と比較し、5％以上削減する。

答申・提言等
による

指摘事項
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平成20年度の給与水準については未定であるが その検証においては 学歴 地域以外の要

　本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数（年齢勘案）で119.0（事務・技
術職員）と国家公務員の水準を上回っている。（中略）今後の評価に当たっては、別紙２（1-
(1)-ｱ-　(ｲ)、(ｴ)）を踏まえ、法人の説明が国民の納得の得られるものとなっているかという
観点から検証し、その結果を評価結果において明らかにすべきである。

「総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による評価結果　表１」
　平成19年度の給与水準の対国家指数については、職員の昇給号数の抑制、管理職手当の見直
し、管理職ポストの削減等により、119（平成18年：121）と着実に低下が図られている。高学
歴者の割合、勤務地、職務の困難性など、日本学術振興会の給与水準が高くなっている要因は
あるが、引き続き適切な給与水準への改善を望む。

　外国との研究交流を目的とする拠点大学交流事業については、相手国にマッチングファンド
を求める事業へ移行する方針に基づき、平成22年度中に全課題が終了し、事業が廃止される予
定であり、平成20年度においては、6件の課題が終了した（残り12件）。人文・社会科学振興プ
ロジェクト研究事業については、所期の目的が達成されたため、平成20年度をもって廃止し
た。他の事業については、我が国の学術振興のため必要不可欠であり、規模の適正化・効率的
な運営に配慮しつつ、事業を実施しているところである。

見直し状況

　人件費については、「行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定）において削減対象
とされた人件費について、次の取組を行うとともに、ラスパイレス指数を引き下げるため、給
与体系の見直しを行った。
　　・給与格付の引き下げとして、〔平成16年7月△7%　平成18年4月△3%　平成20年4月△4%〕
　　　を実施しており、平成17年度決算と比較し△2.85％減となっている。
　　・管理職手当の見直しとして、（本給月額の20%→16%～20%〔平成18年度から〕）を実施
　　　しており、平成17年度と比較し△0.475％減となっている。
　　・職員の昇給号俸数の抑制を平成20年1月から実施しており、平成17年度と比較して、
　　　△0.475％減となっている。
　その結果、平成20年度総人件費については、平成17年度決算に対して3.8％の削減を行った。
なお、平成19年度決算に対しては1.2％の削減となっている。

③給与水準引き下げのために講じた措置について、監事監査を実施した。

　平成20年度の給与水準については未定であるが、その検証においては、学歴・地域以外の要
因についても行うものとする。
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自己点検・外部評価個別シート（第2-1）

（5）評価資料

「独立行政法人日本学術振興会の役職員の報酬・給与について」
※平成20年度分については、6月30日公表予定
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自己点検・外部評価個別シート（第2-2）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

定

２　職員の能力に応じた人員配置

　能力に応じた処遇、人員配置を可能にするため、複数の評定者による客観的な勤務評定をより厳格に行い、給
与への反映を図る。

　限られた人員で効率的かつ適正な業務運営を行うために、新規採用と併せて、関係機関との計画的な人事交流
を行い、多様な人材を配置した。
　勤務成績を処遇に適切に反映させるべく、複数の評定者による客観的かつ公平な勤務評定により、成績優秀者
（職員全体の約30％）を選出し、勤勉手当を増額して支給した。また、号俸の細分化に伴い、より勤務成績に反
映された昇給制度を、平成19年1月から実施している。
　業務の効率的・効果的な遂行を可能にするため、語学研修をはじめ海外での研修や外部で開催される研修へ職
員を参加させた。
　職員が自発的に業務に有益な知識を得るために、大学院修学等をすることができる休職制度を創設した。

評価 観点 達成度
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評定

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

評価の観点 達成度

該当なし

該当なし

客観的かつ公平な勤務評定の実
施

　勤務成績を職員の処遇に適切に反映させ、職員のインセン
ティブを高める方策として複数の評定者による客観的かつ公平
な勤務評定を実施した。

職員の質の向上のための研修の
実施

　語学研修をはじめとする国内外での研修へ職員を参加させ、
業務の円滑な遂行、職員の資質向上を図った。

Ａ

　文部科学省及び国立大学法人等との計画的な人事交流によ
り、各個人の能力に応じた人員配置を実施し、業務を効率的・
効果的かつ機動的に遂行した。

効率的かつ計画的な人事交流の
実施

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第2-3）

（1）年度計画

（2）業務実績

３　情報インフラの整備

（１）業務システムの開発・改善
　会計システムについては、伝票を電子的に処理するとともに、会計帳簿についても電子的に管理し、独立行政
法人会計基準に則り効率的かつ適正な会計処理を行う。

（２）情報管理システムの構築
　業務に必要な振興会内の諸手続については、情報共有ソフト（グループウェア）を活用し、効率的な業務運営
が実施できるよう引き続き整備を行う。

（１）業務システムの開発・改善
　整理合理化計画で管理会計の導入の指摘を受けたことをふまえ、管理会計で必要となるセグメント情報を会計
書類の事務処理時に会計システムで入力し、決算業務でセグメントごとの会計情報を出力できるように改修を
行った。これにより、中期計画に基づき事業内容等に応じて区分している個々の業務に係る財務情報（損益や資
産に関する事業の内訳）について補足的情報の提供・開示がすみやかに行えるようになった。

（２）情報管理システムの構築
　振興会ホームページの更新作業依頼について、グループウェアを活用した申請方法を取り入れ、申請した作業
の進捗や履歴がすぐに確認できるようにし、効率的な業務運営を行った。

149

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

評価の観点 達成度

該当なし

該当なし

業務システムの改善
　管理会計の導入に伴うセグメント情報を管理するために、会
計システムの改修を行った。会計システム機能の向上により、
予算の適正な執行管理が可能となった。

情報管理システムの構築
　グループウェアを活用した情報管理システムを構築し、ホー
ムページ更新作業を電子的な申請方法とし、作業管理の簡素
化、更新期間の短縮など、効率的な業務運営に寄与した。

Ａ

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第2-4）

（1）年度計画

（2）業務実績

４　外部委託の促進

　事業の効率的な遂行のための外部委託については、効率化が図られる業務や分野、部門を調査し、外部委託の
有効性を検討し、外部委託を促進する。

　新規事業の増加などに対応するため、各事業の業務を精査し、合理的かつ効率的に事業が実施できるよう検討
を進め、業務の一部について外部委託を推進した。

○平成２０年度に実施した外部委託業務（継続分）
・フェローシップ事業における公募、日本語研修、オリエンテーション、日常管理、生活支援等業務
・特別研究員の就職状況等のデータ入力
・情報システム運用管理支援業務
・ＩＴコンサルタント会社による電子システム調達見積の評価
・先端科学シンポジウムの管理・運用業務

○平成２０年度　新規外部委託業務
・平成２０年特別研究員年末調整に伴う書類不備確認、問い合わせ対応、書類提出督促及びデータ入力等業務
・若手研究者交流支援事業―東アジア首脳会議参加国からの若手研究者招へい―業務一部委託
　（書類確認、問い合わせ対応及びデータ入力等業務）
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

類 認、問 わ 務

評価の観点 達成度

「整理合理化計画　別表【業務運営体制の整備】」
　また、業務の効率化の観点から、業務委託を積極的に推進する。

　業務の内容を精査した上で、積極的に推進している。

該当なし

業務の効率的な実施、省力化
　外部委託を積極的に推進し、業務増・業務改善に対応した結
果、業務の効率化を図った。
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自己点検・外部評価個別シート（第2-5）

（1）年度計画

（2）業務実績

５　随意契約の見直し及び監査の適正化

（１）随意契約の見直し
　「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するため、初年度に競争入札し、以後毎年随意契約により
継続している派遣職員の契約手法を、複数年契約にするなどの工夫により、随意契約件数の比率を引き下げる。
また、取組状況については、随意契約実績として、年度末にホームページに公開する。

（２）監査の適正化
　随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施については、監事による監査を受けるととも
に、監査法人等によるチェックを要請する。
　また、監査結果については、監査終了後に公開する。

（１）随意契約の見直し
　国における見直しの取組（「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付け財計第2017号。財務大臣か
ら各省各庁の長あて。））等を踏まえ、複数年契約について契約規則に明記し、取扱い要領を新たに整備したこ
とで、恣意的な運用を避けることができた。
　「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するため、初年度に競争入札し、以後毎年随意契約により
継続している派遣職員の契約手法を 複数年契約にするなどの見直しを実施し 随意契約件数を引き下げた ま
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

随意契約の見直し
　複数年契約について、契約規則、取扱要領を整備したこと
で、恣意的な運用を避けることが出来た。

監査の適正化

　総務省行政管理局から入札・契約について監事及び会計監査
人による徹底的なチェックを行うよう要請があり、監事には引
き続き、監査法人には新たに契約についての内部統制等につい
てチェックを受けたことにより、合規性、公正性の向上が図れ
た。

Ａ

継続している派遣職員の契約手法を、複数年契約にするなどの見直しを実施し、随意契約件数を引き下げた。ま
た、取組状況については、随意契約実績として、年度末にホームページに公開した。

（２）監査の適正化
　監査法人に「契約締結に関する内部統制」を新たに依頼し、規程及び体制についてチェックを受けた。
　また、随意契約について20件程度抽出確認を受けた。
　随意契約については監事による事前監査（決裁）を引き続き受け、適切に実施しているとの監査結果を受け
た。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第2-5）

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第３－３　随意契約の見直し」
　業務の実施に当たり委託等を行う場合には、国における見直しの取組（「公共調達の適正化について」
（平成18年8月25日付け財計第2017号。財務大臣から各省各庁の長あて。））等を踏まえ、契約の在り方
の見直しなど不断の見直しを行い、一般競争入札の導入・範囲拡大や契約の見直し等を通じた業務運
営の一層の効率化を図ることとする。

「整理合理化計画　Ⅲ－１－(1)　随意契約の見直し」
①独立行政法人の契約は、原則として一般競争入札等（競争入札及び企画競争・公募をいい、競争性
のない随意契約は含まない。以下同じ。）によることとし、各独立行政法人は、随意契約によることができ
る限度額等の基準について、国と同額の基準に設定するよう本年度中に措置する。
②各法人が策定する随意契約見直し計画において、独立行政法人全体で、平成18年度に締結した競争
性のない随意契約1兆円のうち、約7割（0.7兆円）を一般競争入札等に移行することとしており、これらを
着実に実施することにより、競争性のない随意契約の比率を国並みに引き下げる。
③各独立行政法人は、契約が一般競争入札等による場合であっても、特に企画競争、公募を行う場合
には、真に競争性、透明性が確保される方法により実施する。
④随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施について、監事及び会計監査人
による監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳正にチェックする。
⑤各独立行政法人は、随意契約見直し計画を踏まえた取組状況をウェブサイトに公表し、フォローアップ
を実施する。
⑥総務省は、独立行政法人における随意契約見直しの取組状況を取りまとめ、公表する。

「整理合理化計画　Ⅲ－１－(3)　官民競争入札等の積極的な適用」
　競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号）に基づく官民競争入札
等の積極的な導入を推進し、独立行政法人の提供する財・サービスの質の維持・向上と経費削減を図
る。
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指摘事項
「整理合理化計画　別表【随意契約の見直し】」
　○平成20年1月1日より、国の随意契約の基準を全面的に実施する。

「整理合理化計画　Ⅲ－１－(4)　給与水準の適正化等」
③給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の観点から、監事による監
査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチェックする。

「整理合理化計画　Ⅲ－２－(1)内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備」
②関連法人等との人・資金の流れの在り方
カ　随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、情報開示の状況について、監事及び会計監査人に
よる監査で厳格にチェックするとともに、評価委員会において事後評価を行う。

④監事監査等の在り方
ウ　各独立行政法人の監事は、随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、給与水準の状況、内部
統制の状況及び情報開示の状況について、監査で厳格にチェックする。また、このために必要な監査体
制を適切に整備する。
エ　各独立行政法人の監事は、相互間の情報交換・連携を強化する。
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自己点検・外部評価個別シート（第2-5）

＜Ⅲ-１-(4)③について＞
　給与水準引き下げのために講じた措置について、監事監査を実施した。
　
＜Ⅲ-２-(1)②カについて＞
　監事及び監査法人によるチェックを受けた。監査法人には、随意契約の20件について抽出確
認を受けた

　日本学術振興会の契約の在り方の見直しなどの取組状況としては、業務の効率化を一層促進するた
めに、随意契約の適正化など契約事務の見直しを着実に実施している。

（１）平成１９年４月に随意契約によることができる金額を国の基準と同一とし運用を開始し、
（２）少額随意契約についても、競争原理を導入し複数の者から見積書を徴収している。
（３）平成１９年４月から随意契約実績の公表基準を国と同一とし、契約件名、契約締結年月日、契約相
手方、契約金額などを公表し、
（４）更に、契約規則を一部改正し、平成２０年１月より、随意契約できる基準を国に合わせ、併せて、競
争契約実績の公表に係る規則の改正も行い、契約件名、契約締結年月日、契約相手方、契約金額など
を公表している。
（５）また、随意契約見直し計画に基づき、一般競争入札の件数、範囲の拡大に努め実施しているところ
である。
（６）平成２０年１１月からは、更に指名競争契約によることができる基準額を国と同一とし、また「業務運
営上必要がある場合」に指名競争契約・随意契約ができる包括的条項の規定を国と同一とした。
（７）平成２１年２月からは、総合評価落札方式の規定、公募・企画競争の規定、複数年契約の規定を契
約規則上において明確化し、また仕様策定委員会、技術審査、公募、企画競争、契約予定者の選定、複
数年契約に関する取扱要領も制定している。
（８）平成２１年４月からは、予定価格調書等の省略、契約書作成の省略、検査調書の省略できる額を国
の基準と同一とし運用開始している。

見直し状況
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（5）評価資料

認を受けた。

＜Ⅲ-２-(1)④ウ、エについて＞
　監事監査による事前のチェック（決裁）を受けるよう体制を整備し、監事によるチェックを
受けた。また、監査室を設置しており監査体制は整備されている。さらに、文部科学省所管独
立行政法人の監事相互間の情報交換体制を整備した。

契約規則、取扱要領
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自己点検・外部評価個別シート（第2-6）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

６　決算情報・セグメント情報の公表

　セグメント情報の公表に対応できるよう、会計システムを改善し、決算情報とともにセグメント情報を公表す
る。

　中期計画に基づく業務内容等に応じた適切な区分によるセグメントを検討し、振興会の主となる事業を基本と
した上、セグメントを設定した。また、決算・セグメント情報の公表に対応できるよう、セグメント毎の管理を
行うための会計システムの改善を行い、セグメント情報を公表することとした。

評価の観点 達成度

事業及び業務内容に基づき適切なセグメントを設定し 執行
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Ａ

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第三－１　中期目標等における業務の重点化や効率化に
向けた取組の明確化等」
　また、事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、その結果を事業選択や業務
運営の効率化に反映させること等により見直しの実効性を確保するとともに、日本学術振興会
の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報・セグメント情報の公表の充実等
を図るものとする。

「整理合理化計画　Ⅲ－２－(1)内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備」
③管理会計の活用及び情報開示の在り方
イ　各独立行政法人は、業務内容等に応じた適切な区分に基づくセグメント情報の開示を徹底
する。

　平成２０年度より、会計システムの改善を行い、事業及び業務内容等に応じた区分に基づく
セグメントを設定し、開示することとした。

セグメント情報の公表
　事業及び業務内容に基づき適切なセグメントを設定し、執行
の結果を決算の確定とともにセグメント毎に公開することとし
た。
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自己点検・外部評価個別シート（第2-6）

（5）評価資料

該当なし
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自己点検・外部評価全体シート（第7-2）

掲載箇所 中期計画 １４頁 年度計画 １６頁 事業報告書 ９８頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第七　その他主務省令で定める業務運営の効率化に関する事項
　　　　　　　　　２　人事に関する計画

２　人事に関する計画
（１） 人事方針
①限られた人員での効率的・効果的な業務の遂行を実現するため、国内及び国外研修等を実施し、職員の専門性
を高めるとともに、意識向上を図る。
　また、振興会職員の意識向上を図るため、情報セキュリティ研修等を定期的に実施する。
②大学をはじめ学術振興に関連する機関との人事交流を促進して、質の高い人材の確保・育成を図り、職員の意
識や能力に応じた適切な人事配置を行う。
③職員の業績等の人事評価を定期的に実施し、その結果を処遇、人事配置等に適切かつ具体的に反映すること
で、人材の効果的活用や職員の職務遂行能力・方法の向上を図る。
④国の助成事業等関連業務を有効かつ円滑に実施するため、実務経験を有する質の高い人材の確保を図り、適切
な人事配置を行う。
⑤職員の勤務環境を整備するため、必要な福利・厚生の充実を図る。

（２）人件費に係る指標
　中期目標期間中、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47
号）に示された方針に基づき、平成17年度決算を基準として試算した削減対象人件費は、総額３，５０６百万
円。
　ただし、上記の額は、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）において削減対象とされた人件
費を指す。
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2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

　限られた人員で効率的かつ適正な業務運営を行うためには、関係機関との計画的な人事交流や職員研修を実施
し、職員のインセンティブを高める必要がある。

２　人事に関する計画
（１） 職員の研修計画（p.158）
（２）人事交流（p.159）
（３）人事評定（p.160）
（４）国の助成事業にかかる人事配置（p.161）
（５）職員の福利・厚生（p.162）

（１）職員の研修計画
　①語学研修においては、6名の者が英会話研修を受講した。
　②海外の機関での研修においては、2名の者が仏ソルボンヌ大学及び英ロンドン大学での語学研修を受講し
た。
  ③情報セキュリティ研修においては、104名の者が受講した。
　そのほか、外部の研修として、10研修に23名の者が受講した。
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自己点検・外部評価全体シート（第7-2）

5．決算額（支出額） 【人件費（総人件費改革相当額）】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

699,214
（単位：千円）

（２）人事交流
　大学等学術研究機関の研究者を支援するに当たっては、大学等学術研究機関における業務経験を持つ人材を活
用することが業務の効果的・効率的な運営上、有益であり、国立大学法人等から40人の質の高い人材を人事交流
により確保し、適切な人事配置を行った。一方、これらの人材に振興会の業務を経験させることにより、研究助
成や国際交流等の経験を積ませ、将来、国立大学等において業務を行うための有益な人材となるよう育成するこ
とができた。

（３）人事評定
　勤務成績を処遇に適切に反映させるべく、複数の評定者による客観的かつ公平な勤務評定により、成績優秀者
（職員全体の約30%）を選出し、勤勉手当を増額して支給した。また、号俸の細分化に伴い、より勤務成績に反
映された昇給制度を平成19年1月から実施している。

（４）国の助成事業にかかる人事配置
　科学研究費補助金等、国の助成事業を適切かつ効率的に運営するためには、文部科学省において豊富な実務経
験を積んだ人材に当該事業を担当させることが必要であるため、人事交流により文部科学省から16人の実務経験
を有する質の高い人材を確保し、適切な人事配置を行った。

（５）職員の福利・厚生
　平成18年度より設置しているメンタルヘルス相談室において、引き続き専門家による電話相談を実施し、職員
が相談しやすい環境を維持した。
　平成20年度は、新たに外部講師を招いてストレスマネジメントに関する講習会を開催し、職員のストレス軽減
に努めた。
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（単位：千円）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

　研修等による職員の資質向上が図られ、人事交流によって人材が確保され、福利厚生も充実

　効率的かつ適切な業務運営のため、語学研修をはじめとする国内外での研修へ職員を参加さ
せることにより、職員の資質向上を図った。また、文部科学省や国立大学等における豊富な実
務経験を有する人材を確保し、その経験を生かせる部署に配置し、業務を効率的・効果的かつ
機動的に実施できるようにした。職員の勤務評定については、勤務成績を職員の処遇に適切に
反映させ、勤務評定の実効性を上げるとともに、複数の評定者が関わることにより、客観的か
つ公平な実施を心がけた。福利・厚生については、外部の専門家を利用することにより、相談
者に対して適確な回答ができるようになった。
　このような取組により、限られた人員で効率的かつ適正な業務運営を行うことができた。

Ａ

　平成20年度は、第2期中期目標を達成するため、中期計画に沿って業務を適切かつ十分に達成している。

　研修等による職員の資質向上が図られ、人事交流によって人材が確保され、福利厚生も充実
しているので、効率的かつ適切な業務運営が行われている。 Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(1)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（１）職員の研修計画

　職員の専門性及び意識の向上を図るため、下記の研修を実施する。
　また、資質の向上を図るため、外部で実施される研修に職員を参加させる
①　語学研修
②　海外の機関での研修

①　語学研修においては、6名の者が英会話研修を受講した。
②　海外の機関での研修においては、2名の者が仏ソルボンヌ大学及び英ロンドン大学での語学研修を受講し
た。
③　情報セキュリティ研修においては、104名の者が受講した。
そのほか、外部の研修として、10研修に23名の者が受講した。

評価の観点 達成度
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評定

Ａ

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

該当なし

研修の実施、資質の向上
　語学研修をはじめとする国内外での研修へ職員を参加させ、
業務の円滑な遂行、職員の資質向上を図った。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(2)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（２）人事交流

　国立大学法人等との人事交流を行い、質の高い人材の確保・育成を図り、適切な人事配置を行う。

　大学等学術研究機関の研究者を支援するに当たっては、大学等学術研究機関における業務経験を持つ人材を活
用することが業務の効果的・効率的な運営上、有益であり、国立大学法人等から40人の質の高い人材を人事交流
により確保し、適切な人事配置を行った。一方、これらの人材に振興会の業務を経験させることにより、研究助
成や国際交流等の経験を積ませ、将来、国立大学等において業務を行うための有益なスキルを身につけさせる
等、育成することができた。

評価の観点 達成度

159

Ａ

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

該当なし

計画的な人事交流の実施
　国立大学等における豊富な実務経験を有する人材を確保し、
その経験を生かして、業務を効率的・効果的かつ機動的に実施
できるようにした。
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自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ勤務評定の実施
　勤務成績を職員の処遇に適切に反映させ、職員のインセン
ティブを高める方策として複数の評定者による客観的かつ公平
な勤務評定を実施した。

（３）人事評定

　職員の業務等の勤務評定を実施し、その結果を処遇、人事配置等に適切かつ具体的に反映することで、人材の
効果的活用や職員の職務遂行能力・方法の向上を図る。

　役員については、法人設立時から、文科省独法人評価委員会が行う業績評価を勘案し、特別手当の額を100分
の80以上100分の110以下の範囲内で増減できることとしている。
　職員については、複数の評定者による客観的かつ公平な勤務評定により、成績優秀者（職員全体の約30％）を
選出し、勤勉手当を増額して支給した。また、号俸の細分化に伴い、より勤務成績に反映された昇給制度を、平
成19年1月から実施している。

評価の観点 達成度
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（4）指摘事項に対する見直し状況

（5）評価資料

１）「整理合理化計画　別表【業務運営体制の整備】」
○複数の評定者による客観的な勤務評定による職員の処遇への反映について、平成20年度より
本格的に実施する。

２）役員については、法人設立時から、文部科学省独立行政法人評価委員会が行う業績評価を
勘案し、特別手当の額を100分の80以上100分の110以下の範囲内で増減できることとしている。
　職員については、複数の評定者による客観的な勤務評定をより厳格に行うことにより、特別
昇給や勤勉手当等について、職員の処遇へ適確に反映することとした。

２）「整理合理化計画　Ⅲ－１－(4)　給与水準の適正化等」
②各独立行政法人は、能力・実績主義の活用により、役員の報酬及び職員の給与等にその業績
及び勤務成績等を一層反映させる。特に、役員については、当該役員の各期の業績が適切に報
酬額に反映されることが必要である。

「整理合理化計画　Ⅲ－２－(1)内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備」
①業務遂行体制の在り方
ア　各独立行政法人は、役職員に対して、目標管理の導入等により適切な人事評価を行うとと
もに、その業績及び勤務成績等を給与・退職金等に一層反映させることにより業務遂行へのイ
ンセンティブを向上させる。

答申・提言等
による

指摘事項

１）複数の評定者による客観的な勤務評定をより厳格に行うことにより、特別昇給や勤勉手当
等について、職員の処遇へ適確に反映することとした。

見直し状況

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(4)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（４）国の助成事業にかかる人事配置

　文部科学省から実務経験を有する質の高い人材の確保を図り、適切な人事配置を行う。

　科学研究費補助金等、国の助成事業を適切かつ効率的に運営するためには、文部科学省において豊富な実務経
験を積んだ人材に当該事業を担当させることが必要であるため、人事交流により文部科学省から16人の実務経験
を有する質の高い人材を確保し、適切な人事配置を行った。
　上記のほか、競争的研究資金による任期付職員を7名（科学技術振興調整費　5名、世界トップレベル国際研究
拠点形成促進プログラム　2名）を雇用した。
　なお、任期付職員については、平成18年2月14日付「公的部門における総人件費改革について（独立行政法人
関連）」に基づく雇用であり、「行政改革の重要方針」に基づく総人件費改革の削減対象から除外している。

評価の観点 達成度
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Ａ

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

該当なし

人事配置の実施
　実務経験を有する質の高い文科省職員を多数確保することに
より、その豊富な経験を生かして、業務を効率的・効果的かつ
機動的に実施できるようにした。

161 165



自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(5)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（５）職員の福利・厚生

　職員の勤務環境を整備するため、必要な福利・厚生の充実を図る。

　平成18年度より設置しているメンタルヘルス相談室において、引き続き専門家による電話相談を実施し、職員
が相談しやすい環境を維持した。

　平成20年度は、新たに外部講師を招いてストレスマネジメントに関する講習会を開催し、職員のストレス軽減
に努めた。

評価の観点 達成度

162

Ａ

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

該当なし

福利・厚生の充実
　外部専門家に職員のメンタルヘルス相談を委託することにより、相
談者に対して適確な回答ができるようになった。
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平成２０年度監事監査結果（概要） 

 

 業務執行状況及び会計・経理の執行状況について、監査を実施した。 

 

Ⅰ 総括的意見 

 

１ 業務執行状況について 

  各部の業務の執行状況および振興会全体の運営は、その設置目的及び法令等の定めに従

って、適切に処理されているものと認める。また、人員の制約がある中で、業務の合理化

と効率的な運営を進めることにより増大する業務に対処しており、その努力は高く評価さ

れる。 

 

２ 会計・経理の執行状況について 

  会計・経理の執行状況については、法令及び独立行政法人会計基準の定めに従って適切

に処理されており、財務諸表及び決算報告書は、帳簿及び証憑書類の記載金額と一致し、

収支状況を正しく示しているものと認める。また、独立行政法人としての規程の見直し等

には、遅滞なく適正に対応しているものと認められる。 

 

３ 随意契約について 

  随意契約については国の基準と方針に合わせて契約規則を改正し、可能な限り競争入札

に移行すべく見直しが行われている。これまでの点検・見直しによって、随意契約による

ことが真にやむを得ないものを除き、既に一般競争入札に移行されている。また、入札公

告の掲示板公告から本会の調達ホームページに掲載するとともに、文部科学省のホームペ

ージから本会へのリンクを張るなど競争性を高める対策をとっているが、引き続き契約の

見直しを継続していくことを期待する。 

 

４ 給与水準について 

  給与水準については平成１５年度からの継続的な見直しにより、概ね適正な水準に見直

す努力が引き続き行われているものと判断できる。 

 

５ 自己点検及び自己評価について 

  中期計画や年次計画の実施状況については、毎年度、詳細な自己点検と評価を実施し、

外部評価委員会の評価を受けて次年度以降の業務の改善に生かす体制をとっている。 

  本年度の自己評価は、法人としての果たすべき役割について５項目を取り上げて点検し、

いずれも高い自己評価点を付している。また、平成２０年度事業については、１３項目に

整理して詳細に点検している。これらの自己点検評価の結果に基づいて外部評価が行われ

たが、外部評価委員会はこの自己点検評価の結果を適正なものと認め、全般的に高い評価

を与えている。自己点検・評価の結果は高い水準にある。この結果は、監事が陪席した各

種委員会の状況、および、知り得た業務実施状況と概ね一致しており、適正な自己評価で

あると認める。 
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  特に、学術システム研究センターの評価は高く、学術の特性に配慮した公平・公正な審

査システムを確立し、業務の効率化および審査の精度と信頼度の向上に貢献してきたと認

められる。今後は、本会の学術振興事業に関する学術の立場からのシンクタンク的役割へ

の期待が高まっていくものと思われる。それに伴って、振興会全体のガバナンスの観点か

ら学術システム研究センターの役割と位置づけについて点検・整理していくことが望まれ

る。 

 

 

Ⅱ 重点監査項目「特別研究員事業」の現状とあり方について 

 

特別研究員審査の制度は、学術システム研究センターに設けられた特別研究員等 WG によ

り、平成１６・１７年度の全面的な見直し、および、その後も継続的な見直しが行われ、公

平公正なシステムが構築され極めて効果的に運用されていると言える。 

平成１９年４月にまとめた特別研究員の就職状況調査によれば、常勤の研究者としての順

調なスタートを切った特別研究員の割合は高く、若手研究者養成という事業の目的は十二分

に果たしていると言える。 

日本学術振興会の特別研究員は、申請者数に按分して各分野の採用者数を決めており、需

要に沿う形で採択の公平性を担保している。希望者は多く、高い学術水準をもつ優秀な若手

研究者として受け入れ側からも高い評価を受けている。 

平成１８年度から設けられた特別研究員（RPD）は、女性の社会進出、少子化の観点から

も社会的に大きな反響があり、意義深い事業として極めて高く評価されている。 

外国人特別研究員事業の予算は削減傾向にあるが、今後は我が国でも国籍にとらわれず優

秀な研究者を採用・定着させることによって学術研究水準を高度化する必要があることを考

えれば、今後の世界的人材獲得競争のうえで派遣のみならず招聘事業も強化することが望ま

しい。 
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附 属 資 料 
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独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会規程

平成１６年２月２０日
規 程 第 ４ 号

改正 平成２１年３月２５日 規程第 ４ 号

（設 置）
第１条 独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という ）に、独立行政法人日本学術振興。
会外部評価委員会（以下「委員会」という ）を置く。。

（委員会）
第２条 委員会は、文部科学大臣から示された中期目標を達成するための計画（平成20年3月28日
文部科学大臣認可）に記載された外部評価を行うことを目的とする。

２ 委員会は、振興会の業務運営について評価を行い、その結果を理事長に報告する。
３ 委員会は外部評価委員（以下「委員」という ）６名以内で組織する。。

（委員の任命）
第３条 委員は、学界及び産業界を代表する有識者のうちから理事長が委嘱する。

（委員の任期等）
第４条 委員の任期は２年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
２ 委員は、再任されることができる。
３ 委員は、非常勤とする。

（委員長）
第５条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。

（議事）
第６条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
２ 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると
ころによる。

３ 委員会に出席することのできない委員は、書面をもって票決をなし、又は他の委員に票決を委
任することができるものとし、この場合には出席したものとみなす。

（資料の提出等の要求）
第７条 委員会は、必要があると認めるときは、振興会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明そ
の他必要な協力を求めることができる。

（庶務）
第８条 委員会の庶務は、総務部企画情報課において処理する。

（雑則）
第９条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ
て定める。

附 則
１ この規程は、平成16年2月17日から施行する。
２ この規程の最初に任命される委員の任期は第４条第１項の規定にかかわらず、平成18年6

月30日までとする。

附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
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独立行政法人日本学術振興会外部評価委員名簿

青 柳 正 規 国立西洋美術館長

稲 永 忍 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター理事長

（元鳥取大学乾燥地研究センター長）

潮 田 資 勝 独立行政法人物質・材料研究機構フェロー

京 藤 倫 久 戸田工業株式会社創造本部常務執行役員

郷 通 子 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構理事

（非常勤）

二 瓶 好 正 東京理科大学副学長

（東京大学名誉教授）

※ 敬称略

（平成21年6月末現在）
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独立行政法人日本学術振興会外部評価実施要領 

 

平成 2 1 年 5 月 2 9 日 

第 1 回外部評価委員会決定 

 

１．評価の区分 

１）事業年度評価（各事業年度終了時の評価） 

年度計画の実施状況を調査・分析し、各事業年度における業務の実績全体について総合的な評価を

行うとともに、法人が果たすべき役割についての評定を行い、以降の業務運営の改善に資する。 

  ２）中期目標期間評価（中期目標期間終了時の評価） 

中期目標の達成状況を調査・分析するとともに、業務継続の必要性、組織の在り方及び業務全般に

わたる検討を行い、評価を行うものとする。 

 

２．事業年度評価 

  事業年度評価においては、中期計画に定められた各項目の毎事業年度の実施状況について、下記の通

り実施する。 

  １）評価項目 

年度計画に沿って評価項目を設定し、各項目ごとに事業が中期目標及び中期計画に従って適切に実

施されているかどうかを評価する。 

  ２）各評価項目の評価基準 

各評価項目の評価については、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃの４段階評価とする。 

   Ｓ：特に優れた実績を上げている。 

   Ａ：計画どおり進んでいる、又は、計画を上回り、中期計画を十分に達成し得る可能性が高いと判

断される。 

Ｂ：計画通りに進んでいるとは言えない面もあるが、工夫若しくは努力によって、中期計画を達成

しうると判断される。 

Ｃ：遅れている、又は、中期計画を達成し得ない可能性が高いと判断される。 

 ３）評価方法 

   振興会から提出される自己点検評価報告書、業務実績報告書等に基づき、中期目標及び中期計画に

照らし、概ね以下の手順に沿って、外部評価シート（別紙）を作成することにより評価をとりまとめ

る。 

   ① 振興会から、自己点検評価報告書、業務実績報告書等によりヒアリングを実施 

   ② 各委員による評価案の作成 

   ③ 委員会の合議による項目評価及び法人の果たすべき役割の評価を実施 

      ④ 委員会による総合的な評価（総論）の実施 
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３．中期目標期間評価 

 １）項目別評価 

   中期計画の各項目ごとに達成度の評定を実施し、その達成状況の段階的評価を行う。 

   なお、評価の実施にあっては、年度評価の積み上げで十分対応可能と判断されることから、中期目

標期間中に実施された外部評価結果を踏まえて検討を行うこととする。 

  ２）各評価項目の評価基準 

    ① 段階的評定の区分については、次の考え方を基本とする。 

      Ｓ：特に優れた実績を上げた ※１ 

           Ａ：中期目標を十分に達成した 

      Ｂ：中期目標をおおむね達成した 

      Ｃ：中期目標は十分に達成されなかった 

      ※１ 業務の特性に応じて、適宜設定する。 

    ② 評定に当たっては、数値目標に関する評価項目について、定量的な指標を用いて客観的な評定基

準を設定することを基本とする。また、定性的な目標に関する評定項目については、定量的な指

標を補完的に用いるなどにより、客観的な評定基準の設定に努める。 

    ③ 複数の評価項目、指標を組み合わせて評定を行うことも可能とする。 

  ④ 客観的な評定基準を設定することが困難な項目については、委員の協議により評定する。 

  ⑤ 評定に併せ、次期中期目標期間の業務実施に当たっての留意すべき点などについての意見を記述

することも可能とする。 

 ３）評価方法 

振興会から提出される自己点検評価報告書、業務実績報告書等に基づき、中期目標及び中期計画に

照らし、概ね以下の手順に沿って、外部評価シートを作成することにより評価をとりまとめる。 

   ① 振興会から、自己点検評価報告書、業務実績報告書等によりヒアリングを実施 

   ② 各委員による評価案の作成 

   ③ 委員会の合議による項目評価の実施 

      ④ 委員会による総合的な評価（総論）の実施 
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特記事項シート

日本学術振興会が果たすべき役割の評価

【自己点検評価】
自己点検
評定

外部評価
評定

【自己点検評価】
自己点検
評定

外部評価
評定
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掲載箇所 中期計画 頁 年度計画 頁 事業報告書 頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3 年度計画

自己点検・外部評価全体シート（）

事業・業務の名称：

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：　　　　　　　　　　　　　】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定
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7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定
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（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

自己点検・外部評価個別シート（）

評価の観点 達成度

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料
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独立行政法人日本学術振興会外部評価「全般的なコメントの記載フォーム」 

 

外部評価委員氏名：        委員   

（振興会業務全般について、半ページから１ページ程度の分量によりコメントを御記入くださるよ

うお願いいたします。） 
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独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会規程

平成１６年２月２０日

規 程 第 ５ 号

（設置）

。 。第１条 独立行政法人日本学術振興会に、自己点検評価委員会（以下「委員会」という ）を置く

（委員会）

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項に係る、自己点検評価を行うことを目的とする。

一 文部科学大臣から示された中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」という ）に。

定める、業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置

二 中期計画に定める、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置

２ 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

一 理事長

二 理事

三 学術システム研究センター所長及び副所長

四 審議役及び各部長

（委員長）

第３条 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する者が、その職務を代行する。

（監事の出席等）

第４条 監事は、委員会に出席し、意見を述べることができる。

２ 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くこと

ができる。

（作業部会）

第５条 委員会に、作業部会を置く。

２ 作業部会は、第２条第１項各号に定める各部等における業務の実施状況等に関する資料を作成

し、委員会に報告する。

３ 作業部会に属すべき者は、委員長が指名する。

（庶務）

第６条 委員会の庶務は、総務部企画情報課において処理する。

（雑則）

第７条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。

附 則

この規程は、平成16年２月17日から施行する。
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独立行政法人日本学術振興会平成２１年度自己点検評価実施要領 
 

平 成 ２ １ 年 ３ 月 ２ ５ 日 
理 事 長 裁 定 

 
 

１．目的 

この要領は、独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）が自己点検評価

を実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２．対象 

自己点検評価は、振興会が行った平成２０年度事業を対象とし、次の事業項目ごとに実

施する。 

第一 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

第二 業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置 

第七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

３．自己点検評価委員会 

  自己点検評価は、振興会に置かれた自己点検評価委員会（以下、「委員会」という。） 

が行う。 

 

４．独立行政法人日本学術振興会事業の自己点検評価手法ついて 

振興会は、自己点検評価における基本的な考え方を示した「独立行政法人日本学術振興会

平成２０年度事業の評価手法について（以下「評価手法」という。）」を作成する。 

 

５．評価シート 

自己点検評価は、別紙「平成２０年度事業評価シート」により実施する。 

 

６．評価シートの作成 

  委員会に置かれた作業部会は、各部等における業務の実施状況等に関する資料として、

以下の各項目について記載することにより別紙「評価シート」を作成し、委員会に報告す

る。 

  また、事業項目の評価結果を踏まえ、「法人が果たすべき役割」に係る評価シートを作成

し、委員会に報告する。 

 

 特記事項シート 

  １．自己点検評価 

 

全体シート 

１．中期計画 

２．意義・必要性 

３．年度計画 

４．得られた成果に関する評価 

５．決算額（支出額） 

６．自己点検評価 

７．自己点検評価結果の推移 

 

185



 

８．中期計画の進捗状況 

９．外部評価 

 

個別シート 

(1) 年度計画 

(2) 業務実績 

(3) 評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価 

(4) 指摘事項に対する見直し状況 

(5) 評価資料 

 

７．評価の実施 

  委員会は、作業部会の報告に基づき点検評価を行い、それぞれの評価結果を「評価シー

ト」の各項目に記入することにより自己点検評価報告書を作成し、理事長に提出する。 

  

 特記事項シート 

  ２．評定 

 

全体シート 

６．自己点検評価の結果 

 

個別シート 

  (3)「評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価」における評価 

  (4) 指摘事項に対する見直し状況 

 

８．自己点検評価報告書の外部評価委員会への提出 

  理事長は、自己点検評価報告書の内容が適正であると判断した場合、外部評価委員会に

提出する。 

 

 

※別紙「評価シート」は、「独立行政法人日本学術振興会外部評価実施要領」の別紙参照。 
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独立行政法人日本学術振興会 

平成２０年度事業の評価手法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年３月 

独立行政法人日本学術振興会 
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平成 20 年度事業の評価手法について 

 

I．序文 

独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）は、中期計画において自己点検・外部

評価を実施することを定めている。この自己点検・外部評価は、独立行政法人通則法が示すように、

独立行政法人として、適正かつ効率的に業務が実施できるよう自ら点検するとともに、外部有識者の

評価を受けることによって、その結果を業務運営の改善に反映させようとするものである。 

本「評価手法について」は、平成 20 年度事業に係る自己点検・外部評価を実施するにあたり、そ

の点検及び評価に関する基本的な考え方とその具体的な実施手法をまとめたものである。 

 

Ⅱ．背景 

独立行政法人通則法では、独立行政法人の業務運営について、主務大臣が 3 年から 5 年の期間にお

いて法人が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）を定め、法人はこれを達成するための計画

（中期計画・年度計画）を作成し、これらに基づき業務運営を行うこととしている。 

業務運営の状況については、独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 32 条及び 34 条の

規定に基づき、毎年度終了時、中期目標期間終了時に主務省に置かれた独立行政法人評価委員会等に

より評価を受けることとされている。これらの評価は、法人の業務運営に自立性・自主性を付与する

一方で、主務省に置かれた評価委員会等において厳格な評価が行われることにより、国民のニーズに

対応した業務運営が実施されているか検証することを目的としたものとなっている。 

この評価を受けるに当たっては、独立行政法人日本学術振興会に関する省令（平成 15 年 10 月 1 日

文部科学省令第 48 号）第 5 条及び 7 条に基づき、独立行政法人評価委員会に事業報告書を提出する

ことが定められている。さらには、評価の参考資料として、自己点検・外部評価報告書を提出するこ

とが求められている。 

 

Ⅲ．評価のあり方 

振興会が行う学術研究活動に対する助成・支援の事業に対する評価は、学術研究の特性（研究者の

発意に基づき行われ、その研究が様々な形として成果が現れるまでに長い時間を要する場合が多

い。）に十分に配慮したものでなければならない。 

評価を実施する際には、研究者の発意に対して適切な審査・評価、支援などができる業務運営が行

われているか、また、長い時間をかけて成果が現れる研究に対して適切に支援を行う態勢となってい

るか、などの観点から評価を行うことが重要である。 

 このような特性を踏まえた上で、以下に掲げる「評価指針」、「評価結果」、「指摘事項」の 3 点

に留意する必要がある。 

我が国の研究開発の事業にかかる評価の指針としては、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」

（内閣総理大臣決定）、文部科学省における研究及び開発に関する評価の指針としては、「文部科学

省における研究及び開発に関する評価指針について」（科学技術・学術審議会建議）がそれぞれ示さ

れており、自ら研究開発を実施する機関に加え、振興会のような研究資金を配分する機関を含めてそ

の評価指針が示されている。 

報告または通知されている評価結果としては、振興会の外部評価委員会により実施された外部評価

の他、文部科学省独立行政法人評価委員会が行った「独立行政法人日本学術振興会の業務の実績に関
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する評価」、さらには、総務省に置かれた政策評価・独立行政法人評価委員会による「文部科学省所

管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果等についての意見」がある。 

指摘事項としては、平成 18 年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人の主要な事務及び事業

の改廃に関する見直しを受け、「勧告の方向性」の指摘を受けたところである。また、「独立行政法

人整理合理化計画」では、事務・事業を見直し、効率化を図るよう指摘を受けている。 

これらを踏まえた上で、業務・事業の評価を実施することが必要であり、以下に、評価に関する政

府や独法評価委員会の指針や指摘事項を参照する。 

 

＜評価指針＞ 

1.「研究開発関係法人の評価における関心事項」（独立行政法人評価分科会研究開発関係法人の

評価方法の在り方に関する研究会）を考慮した評価 

総務省に置かれた独立行政法人評価分科会研究開発関係法人の評価方法の在り方に関する研

究会は、平成 16 年 6 月 30 日に「研究開発法人の評価における関心事項」を発表した（別紙 1 

p.1 参照）。また、同分科会財務内容の改善等についての評価方法の在り方に関する研究会は、

平成 17 年 7 月 11 日に「平成 16 年度業務実績評価の結果についての評価における関心事項

（『財務内容の改善』及び『業務運営の効率化』関係）」を発表した。これらは、独立行政法

人評価分科会が、各府省の独立行政法人評価委員会が行った業務実績の評価結果の二次評価を

有効に行うことができるよう、研究会を設置し取りまとめたものである。研究開発にかかる業

務の特性等を考慮した評価についての基本的な考え方が示されており、振興会の自己点検・外

部評価を実施する際にも参考となるものである。 

 

2.「国の研究開発評価に関する大綱的指針」及び「文部科学省における研究及び開発に関する評

価指針」に即した評価 

我が国の研究開発の事業にかかる評価の指針は「国の研究開発評価に関する大綱的指針」

（平成 13 年 11 月 28 日内閣総理大臣決定）において、また、文部科学省における研究及び開発

に関する評価の指針は「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針について」（平成

14 年 6 月 14 日科学技術・学術審議会建議）においてそれぞれ示され、自ら研究開発を実施する

機関に加え、振興会のような研究資金を配分する機関を含めてその評価指針が示されたところ

である。 

平成 17 年 3 月 29 日には、上記大綱的指針を廃止し、新たな大綱的指針が内閣総理大臣決定

している。これを受けて、文部科学省においても、平成 17 年 9 月 26 日に本指針を踏まえた新

たな評価指針を文部科学大臣決定したところである（別紙 2 p.5 参照）。この評価指針では 3

つの改革の方向性（①創造へ挑戦する研究者を励まし、優れた研究開発を見出し、伸ばし、育

てる評価の実施、②評価資源の確保や評価支援体制の強化、③効果的・効率的な評価システム

の改革）に基づいた見直しが行われており、引き続き、自ら研究開発を実施する機関に加え、

振興会のような研究資金を配分する機関を含めてその評価指針が示されている。特に、評価指

針においては、「独立行政法人研究機関等及び学術研究の評価に当たっての配慮事項」が特記

されており、留意が必要である。 

平成20年には、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成20年10月31日内閣総理大臣

決定）が改定された（別紙3 p.16参照）。また、科学技術・学術審議会は、6つの観点（「①
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評価結果を次の研究につなげ、成果を国民・社会へ還元する的確で効率的な評価の実施」「②

過重な評価作業負担を回避する機能的で効率的な評価の実施」「③世界的視点からの評価の実

施」「④新たな研究を見出し、発展させ、人材育成面においても成果を生み出す研究開発活動

を促す評価の実施」「⑤創造へ挑戦する研究者を励まし、優れた研究開発を見出し、伸ばし、

育てる評価の実施」「⑥評価資源の確保や評価支援体制の強化」）から、文部科学省評価指針

の検討を重ね、平成21年1月23日に「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」の改

定を文部科学大臣に建議している。 

以上を踏まえて、両指針に示された評価手法等を参考にしながら、自己点検・外部評価を実

施していくことが必要である。 

 

3.「独立行政法人の中期目標期間終了時の見直し及び業務実績評価に関する当面の取組方針」

（総務省政策評価・独立行政法人評価委員会）を考慮した評価 

 総務省に置かれた政策評価・独立行政法人評価委員会は、平成 19 年 7 月 11 日に「独立行政

法人の中期目標期間終了時の見直し及び業務実績評価に関する当面の取組方針」（以下「取組

方針」という。）を公表した（別紙 4 p.19 参照）。独立行政法人制度では、法人の自主性を

確保し、効率的かつ効果的な業務運営の実現を図るとともに、業務実績に関する厳格な事後評

価と組織・業務全般に関する定期的な見直しを行う仕組みが確立されている。しかし、一部の

独立行政法人の不祥事が相次いで明るみに出るなど、その根幹が揺らぎかねない事態になりつ

つあることを踏まえ、上記「取組方針」が定められたところである。 

以上を踏まえて、この取組方針に留意しつつ、振興会の自己点検・外部評価を実施していく

ことが必要である。 

 

4.「文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」及び「独立行政法人日本学術

振興会の業務実績に係る基本方針」を考慮した評価 

 文部科学省に置かれた独立行政法人評価委員会は、平成 17 年 3 月 29 日（一部改正）に「文

部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」（以下「基本方針」という。）を

定めた。これは、文部科学省独立行政法人評価委員会が、所管法人の「事業年度評価」及び

「中期目標期間評価」の基本方針をまとめたものである。 

 平成 19 年 2 月 16 日には、基本方針の一部改正を行い、１）各評価項目の評定基準を４段階

評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｆ）から、５段階評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆ）に統一し、Ｆ評価（業務改

善の勧告）が実施できるよう見直しを行った。２）各評価項目とは別に、大項目ごとに評価を

実施し、多面的に観点から法人全体を評価し、法人業務の在り方、改善すべき点等を明らかに

するなどの改善を行った。さらには、３）社会における当該法人の役割を踏まえ、国民目線に

立った評価、４）評価書作成に当たり、全体評価の形式等の変更や財務情報の適切な記載に留

意するよう見直しが行われた。 

 一方、独立法人評価委員会科学技術・学術分科会日本学術振興部会は、上記基本方針の変更

を踏まえ、平成 20 年 2 月 4 日「独立行政法人日本学術振興会の業務実績に係る基本方針」を一

部改正した（別紙 5 p.21 参照）。この改正により、事業年度評価に加え、中期目標期間に係

る評価の基本方針が決定され、さらには、自己点検・外部評価報告書を評価の参考資料とする

ことが併せて定められたところである。 
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5.「効果的・効率的な独立行政法人評価の実現に向けて取るべき方策の基本方針」を考慮した評

価 

 文部科学省に置かれた独立行政法人評価委員会は、平成 19 年 12 月 19 日に「効果的・効率的

な独立行政法人評価の実現に向けて取るべき方策の基本方針を考慮した評価」を定めた（別紙 6 

p.23 参照）。 

これまでも、文部科学省独立行政法人評価委員会が行う業務実績評価の結果を法人の予算や

業務運営に着実に反映させてきたところであるが、更に法人業務のＰＤＣＡサイクルを強化し

ていくことが必要であるとの観点から、評価作業を前倒しし、評価結果を次年度の概算要求に

より確実に反映させようとするものである。評価結果決定の前倒し実現に向けて、「取るべき

方策」がとりまとめられている。 

 

＜評価結果＞ 

6．独立行政法人日本学術振興会外部評価結果における提言に即した評価 

独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会は、平成 20 年 7 月 2 日、平成 19 年度事業及び

第 1 期中期目標期間に係る業務実績の外部評価結果を日本学術振興会理事長に報告した（別紙 7 

p.24 参照）。本報告書には、効率及び効果の両面から管理運営の実施状況、各事業の達成状況

等について検証を行った結果がとりまとめられている。 

外部評価で指摘された事項については、適切に業務が実施され、かつ必要な改善が行われた

か等を検証し、平成 20 年度事業に係る評価にその結果を反映することが必要である。 

 

7．文部科学省所管独立行政法人の業務実績に関する評価の結果についての意見に即した評価 

文部科学省独立行政法人評価委員会は、平成 20 年 8 月 28 日、「平成 19 年度に係る業務の実

績に関する評価の結果について」と併せて、「中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の

結果について」を振興会に通知した（別紙 8 p.25 参照）。本通知は、独立行政法人通則法第

32 条及び 34 条に基づき通知されるもので、振興会の業務の実績の全体について総合的な評定を

行った結果がとりまとめられている。 

本通知において指摘された事項については、適切に業務が実施され、かつ必要な改善が行わ

れたか等を検証し、平成 20 年度事業に係る評価にその結果を反映することが必要である。 

 

8．総務省政策評価・独立行政法人評価委員会「平成 19 年度における文部科学省所管独立行政法

人の業務の実績に関する評価の結果等についての意見」に即した評価 

 総務省に置かれた政策評価・独立行政法人評価委員会は、平成 20 年 11 月 26 日に「平成 19

年度における文部科学省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果等についての意見

について」を通知した（うち、契約の適正化に係るものについては、別途平成 21 年 1 月 7 日に

通知）。これは、各府省の独立行政法人評価委員会等から提出された独立行政法人 102 法人、

と独立行政法人に準じて評価を行うこととされている法人の平成 19 年度業務実績評価の結果

（一次評価）の結果について、府省横断的な視点から二次評価を実施した結果を意見として通

知したものである。 

総人件費の削減については、「総人件費改革基本指針」（平成 17 年 11 月 14 日経済財政諮問
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会議）において公務員及び独立行政法人等の総人件費の大胆な削減指針が公言されて以来、

「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定）及び「簡素で効率的な政府を実現す

るための行政改革の推進に関する法律」（平成 18 年法律第 47 号）において、今後 5 年間で 5％

以上の人件費（今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。）を削減するという具体的な

削減目標が示されてきた。これらの総人件費削減の観点から、二次評価においては、振興会の

対国家公務員指数（年齢勘案）の給与水準が国家公務員の水準を上回っていることに対して、

国民が納得のいく合理的な説明を求めている。 

また、平成 21 年 1 月 7 日に別途通知された「文部科学省所管独立行政法人の業務実績に関す

る評価の結果等についての意見（契約の適正化に係るもの）」では、「随意契約の適正化の一

層の推進について」（平成 19 年 11 月 2 日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議）や

「独立行政法人整理合理化計画」を踏まえて、独立行政法人評価委員会、監事、会計監査人に

よる厳正な評価やチェックが必要であると言及されている。 

以上の指摘に鑑み、総人件費の削減および随意契約の適正化については、特に留意して評価

することが必要である。 

（http://www.soumu.go.jp/hyouka/dokuritu_n/hyoukaiken.html 参照） 

 

＜指摘事項＞ 

9．「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性につい

て』における指摘事項を踏まえた見直し案」（平成 18 年 12 月 15 日文部科学省）に即した評

価 

総務省政策評価・独法評価委員会は、「中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・

業務全般の見直しについて」（平成15年8月1日閣議決定）、「行政改革の重要方針」（平成17

年12月24日閣議決定）等に基づき、平成18年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人に加

え、平成20年度末までに中期目標期間が終了する法人で融資等業務を行う独立行政法人等計23

法人について、平成18年11月27日に「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告

の方向性について」の指摘を行った。 

この指摘を踏まえ、文部科学省は「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の

改廃に関する勧告の方向性について』における指摘事項を踏まえた見直し案」（平成 18 年 12

月 15 日文部科学省）を提示した（別紙 9 p.26 参照）。行政改革推進本部は、平成 18 年 12 月

24 日、この見直し案を「中期目標期間終了時の組織・業務の見直しの結論を平成 18 年中に得る

独立行政法人等の見直しについて」において了解しており、これに基づいて振興会の事業・業

務の見直し・改善を実施することが必要である。 

 

10.「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）に示された理念の実現に

向けた評価 

平成19年6月19日に閣議決定された「経済財政改革の基本方針2007」では、政府が果たすべき

機能の見直しの第一弾として、「現行の独立行政法人が制度本来の目的にかなっているか、制

度創設後の様々な改革と整合的なものとなっているか等について、原点に立ち返って見直す」

とされた。その上で、すべての独立行政法人（101法人）について見直しの3原則（「官から民

へ」原則；競争原則；整合性原則）に基づき、民営化や民間委託の是非を検討し、平成19年内
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を目途に「独立行政法人整理合理化計画」を策定すると明記された。 

その後、行政減量・効率化有識者会議において策定に係る基本方針が取りまとめられ、検討

を重ねた結果、平成19年12月24日に「独立行政法人整理合理化計画」が閣議決定された（別紙

10 p.28参照）。この計画では、いくつかの法人の廃止・民営化、統合及び非公務員化などの

見直しに加え、業務運営の効率化施策として、全ての法人に対しての講ずべき横断的措置や各

法人について講ずべき措置といった指摘が行われている。 

振興会は、その講ずべき措置の実現に向け、同計画で指摘のある事業について具体的な事業

を中期計画に定め、業務を展開しているところであるが、自己点検・外部評価においても同計

画の指摘を踏まえた改善状況（フォローアップ）を明記することが必要である。 

 

11.「独立行政法人通則法改正法案」及び「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力

の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」の理念の実現に向けた評価 

独立行政法人整理合理化計画を踏まえ、独立行政法人制度の見直しを行い、無駄・非効率を

排し、より適正・透明な業務運営を確保することを目的として、「独立行政法人通則法の一部

を改正する法律案」が平成 20 年 4 月 25 日に国会提出された。それに続いて、「独立行政法人

通則の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が同年 5 月 23 日国

会提出されている。この改正法案が施行されると、現行の各府省独法評価委員会は廃止され、

内閣全体として一元的な評価機関により評価する仕組みが導入される予定である。 

また、近年の経済・社会情勢の変化に対応して、研究開発能力の強化及び研究開発等の効率

的推進を図ることが喫緊の課題であることに鑑みて、「研究開発システムの改革の推進等によ

る研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」（平成 20 年 6 月 11 日法

律第 63 号）が制定された。本法律では、基本理念に「研究開発システムの改革の推進等による

研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進は、我が国における科学技術の水準の向上及

びイノベーションの創出を図ることを旨として行われなければならない」ことを掲げている。 

以上の法案で言及されている理念や目的に照らして、自己点検・外部評価においても今後進

むべき方向性を見据えた自己点検を実施することが必要である。 

（http://www.gyoukaku.go.jp/news/h20/080425tuusokuhoukaisei/sinnkyuu.pdf 参照） 

（http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO063.html 参照） 
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Ⅳ．平成 20 年度事業に対する評価実施方法 

1．評価の方針 

年度計画に定められた各項目の達成度について、それぞれ「自己点検・外部評価シート」

に沿って評価を行う。 

自己点検・外部評価シートは「特記事項シート」、「全体シート」とそれに付随する「個

別シート」から成る。 

特記事項シートでは、中期目標に掲げられた法人の果たすべき役割について、多角的な評

価を記載する。 

全体シートでは、付随する各個別シートでの記載内容を踏まえて、年度計画に定められた

大項目ごとに事業全般にわたる総括としての意義・必要性、得られた成果に関する評価、自己

点検評価結果等を記載する。個別シートでは、年度計画に定められた項目毎に業務実績、評価

基準の達成度等を記載し、それらの個別シートを取りまとめる形で全体シートを作成する。 

本シートは、「効果的・効率的な独立行政法人評価の実現に向けて取るべき方策の基本方

針」（平成 19 年 12 月 19 日 文部科学省独立行政法人評価委員会）において、項目別評定に

係る議論の効率化を図るため、評定を行う項目の適切な大ぐくり化をするようにとの指摘を準

用したものである。 

また、同方針において法人業務のＰＤＣＡサイクルの強化が謳われていることに鑑みて、

ＰＤＣＡサイクル「計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Act）」の考え方に基

づき構成されている。これを踏まえて、本シートに記載する際には、ＰＤＣＡサイクルを意識

した記載を心掛けることが望まれる。 

 

2．評価シートの項目 

＜特記事項シート記載事項＞ 

1．自己点検評価 

法人が果たすべき役割についての評価を記載するもの。 

 

2．評定（自己点検、外部評価） 

評定については客観的な基準を設けず、平成 20 年度の事業、業務が学術振興のためにどの

ような役割を果たしたのかを評価し、記述するもの。 

 

＜全体シート記載事項＞ 

1．中期計画 

 

2．意義・必要性 

当該業務・事業を行う意義・必要性について記述するもの。 

事業・業務の意義や必要性については、振興会法、振興会業務方法書に示された学術の振

興という目的を達成するために必要な業務・事業であることを明らかにするだけではなく、国

の政策との関連、科学技術・学術審議会の答申等において示された必要性、あるいは、研究助

成、研究者養成、国際交流などの観点における必要性の根拠などが示されるべきである。 

併せて、他では成果を出せない当該事業の特色や特殊性についても具体的に言及すること
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で、振興会が当該事業を実施していることの必然性を明らかにする。 

 

3．年度計画 

 

4．得られた成果に関する評価 

事業・業務を実施した結果として得られた具体的な成果に対して、付随する個別シートの内

容を踏まえた上で、定性的な評価を記載する。 

 

5．決算額（支出額） 

決算額（支出額）をセグメント毎に記載する。これは、「独立行政法人の主要な事務及び

事業の改廃に関する勧告の方向性」において「財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、

決算情報・セグメント情報の公表の充実等を図る」旨の措置があったこと、さらには「独立行

政法人整理合理化計画」において「各独立行政法人は、業務内容等に応じた適切な区分に基づ

くセグメント情報の開示を徹底する」旨の指摘を踏まえたものである。 

セグメント区分は以下の通りとする。なお、セグメント区分については、財務情報等公表

の一層の効率化を図る観点から引き続き検討を行い、見直しを図る。 

 

① 科学研究費補助金 

② 研究者の養成 

③ 国際交流 

④ 審査・評価 

⑤ その他の事業 

⑥ 法人共通 

 

6．自己点検評価 

平成 20 年度事業に係る当該事業・業務に対する自己点検評価の結果を包括的に記述するも

の。後述する個別シートの記載内容を踏まえ、総合的な評価を記載するとともに、今後の業務

実施に当たって留意すべき点、今後の方向性等も併せて記載する。 

なお、評定は後述の「3．評価の基準」に基づいて行う。 

 

7．自己点検結果の推移 

上述の「6．自己点検」で記載した自己点検評価結果を記載する。 

 

8．中期計画の進捗状況 

上記「1．中期計画」で記載した中期計画に対しての平成 20 年度末時点での事業・業務の

進捗状況を記載する。 

これは、「文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」（平成 19 年 2 月

16 日一部改正 文部科学省独立行政法人委員会）において、「各事業年度において、中期計

画の実施状況を調査・分析し、業務の実績の全体について総合的な評定を行うことにより、以

降の業務運営の改善等に資する」とあること、及び、独立行政法人通則法改正法案での「中期
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目標の期間の最初から当該事業年度末までの期間に係る中期計画の進捗状況について評価を受

けなければならない」という条項を踏まえ、記載するものである。 

 

9．外部評価 

外部評価委員による評価結果が記入される。 

 

＜個別シート記載事項＞ 

（1）年度計画 

 

（2）業務実績 

事業・業務の当該年度の実施状況について、その概要を簡潔に記載する。なお、記載内容

は、事業報告書に記載する内容と同一とする。 

 

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価 

各事業・業務の内容やその特質によって評価を実施するのにふさわしい「評価の観点」を

記述し、達成度を検証・評価する。 

評価の観点は、定性的・定量的の両観点から具体的な指標を記載するが、できる限り客観

的な評価基準を設定することを基本とする。定性的な指標に関する評価項目については、定量

的な指標を補完的に用いる等により、可能な限り客観的な評価基準の設定に努める。 

評定は、後述の「3．評価の基準」に基づいて行う。 

 

（4）指摘事項に対する見直し状況 

当該事業・業務が国の政策、政府の諮問機関からの指摘を受けている場合、見直し状況、

改善の達成度を評価・検証し、記述する。 

 

（5）評価資料 

自己点検評価において利用し、外部評価委員が行う評価のために提供する資料を記載する。

評価資料には、事業・業務に関連する政府等の提言、各種規定、募集要項、パンフレット、プ

ログラム、報告書、満足度調査結果、就職状況調査結果等各事業の内容理解及び評価の参考と

なるものを厳選して用意する。 

 

3．評価の基準 

全体シートの「6．自己点検評価」及び「9．外部評価」、並びに個別シートの「（3）評価

基準（定性的基準・定量的基準）に基づく評価」における各評価項目の評点は、Ｓ、Ａ、Ｂ、

Ｃの 4 段階とし、その基準については以下のとおりとする。 

なお、この基準は、文部科学省所管独立行政法人評価委員会において決定された「文部科

学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」を基礎としている。 

また、特記事項シートの「2．評定」についても下記の基準を準用する。 
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10 

Ｓ：特に優れた実績を上げている。 

Ａ：中期計画通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調、または

中期目標を上回るペースで実績を上げている。（当該年度に実施すべき中期計画の達

成度が 100 パーセント以上） 

Ｂ：中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、中期目

標を達成し得ると判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が 70 パーセ

ント以上 100 パーセント未満） 

Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。

（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が 70 パーセント未満） 

 

4．評価の見直し 

評価については、外部評価委員会による評価及び文部科学省独立行政法人評価委員会の意

見を参考に、今後も更に検討を重ね、中期計画に基づく事業・業務の遂行に対する評価の向上

に努めることとしたい。 
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（別紙１） 

 

研究開発関係法人の評価における関心事項（抜粋） 

 

平成 16 年 6 月 30 日 

独立行政法人評価分科会 

研究開発関係法人の評価 

方法の在り方に関する研究会 

 

１ 考え方 

独立行政法人評価は、中期目標・中期計画の達成状況・実施状況の分析を基に、個々の法人の業務の特

性等を考慮しつつ評価を行うことを基本とするとともに、その結果を独立行政法人の業務、予算、組織、人

事等の見直しに具体的に反映させることにより、独立行政法人における業務の質の向上と業務運営の効率化

等を推進していくことを目的とするものである。 

研究開発関係業務を行う独立行政法人（以下「研究開発関係法人」という。）については、近年の厳し

い財政事情の中で、科学技術関係予算が拡充されてきている現下の状況にかんがみ、運営の効率化を前提に

した真に必要な、真に効果的な資源配分を実現し、国民の期待と信頼に応えていくことが必要であり、その

評価の重要性はますます高まっている。 

研究開発関係法人には、主として研究開発業務を行う法人、主として研究開発資金の配分業務を行う法

人、これらの双方を行う法人などがある。 

また、研究開発業務自体も、個々に目的、内容、性格（基礎、応用、開発、試験調査等）、規模、財源

等が異なっており、中には、「新しい知の創出が期待される」基礎研究のように、当初の計画どおりに進捗

しなかったとしても、予想外の発展を導く可能性を完全に否定できないものもある。研究開発関係法人はこ

のような状況にあるが、その評価に当たっては、法人の業務の内容、性格、財源の種類等の違いにかかわら

ず、すべての業務を評価の対象とするとともに、その違いに応じた有効かつ的確な評価手法により、厳格な

評価を行うことが必要である。その際、法人の長のマネジメントの適切性について評価することも必要であ

る。 

また、研究開発関係法人が行う業務について、社会的・経済的観点からの評価にとどまらず、科学的・

技術的観点からの評価を的確に行うため、客観性・中立性・信頼性を確保しつつ、当該業務の評価を行うこ

とができる専門家の知見を積極的に活用していくことが必要となる。さらに、研究開発関係法人が行う業務

の中には、自ら行う研究開発や資金配分業務の対象となる機関が行う研究開発の期間が中期目標期間に満た

ないものや、複数の中期目標期間にまたがるようなものもあることから、個々の業務のサイクルを踏まえ、

中期目標期間終了時における業務の見直しに限らず、毎年度の独立行政法人評価の結果を業務の見直しに弾

力的に反映することも必要となる。 

なお、このように研究開発関係法人の多様な業務の評価を短期間で個々的確に行うためには、厳格な評

価を維持しつつ、評価の負担の軽減を図ることができるよう、評価の効果的かつ効率的な実施のための方策

を講ずる必要がある。 

 

２ 業務の実績に関する評価 

研究開発関係法人の評価については、政策評価・独立行政法人評価委員会の「平成13年度における独立

行政法人の業務の実績に関する評価の結果についての第２次意見」（平成14年12月26日。以下「第２次意見」

という（別添参考１参照）。）、「平成14 年度における独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果に

ついての意見」（平成15年11月13日）の別添「業務実績の経年的分析・評価及び受託業務等の分析・評価の

厳格性・信頼性の更なる向上のために」（以下「15年度意見」という（別添参考２参照）。）等を踏まえつ

つ、各府省の独立行政法人評価委員会において評価手法等の改善が進められてきているものと認識している。

このような状況を踏まえ、政策評価・独立行政法人評価委員会が各府省の独立行政法人評価委員会による各

事業年度の業務実績評価結果の二次評価を行う際には、これらの具体化を促進するとの観点から、以下の各

項目に留意して評価を行うものとする。なお、各府省の独立行政法人評価委員会において、別添参考１及び

２並びに以下の項目に掲げるような評価が行われていない場合には、その理由、考え方等を確認するものと

する。また、中期目標に係る業務実績評価結果の二次評価を行う際にも、これに準じるものとする。 
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(1) 業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置の実施状況の評価 

ア 評価対象の範囲・評価単位関係 

【評価対象の範囲】 

・ 国等からの受託費、競争的研究資金その他の補助金等により行う業務を含むすべての業務が評価

対象となっているか（その際、研究開発業務に充てられる資金の性質等により、例えば、資金配

分機関において行われた評価結果を活用して評価を行うこととするなど適切な評価手法がとられ

ているか。）。 

＜第２次意見：１－(2)－ア【網羅的な評価の実施】、２－(2)【中期目標を達成するために行われるすべての業務の評

価の実施】関係＞ 

 

【評価単位】 

・ 業務の評価単位（計画と実績の対比を行う単位、各府省の独立行政法人評価委員会として評語・

コメントを付す単位）は、評価結果を研究開発関係法人の業務運営等に具体的に反映させる上で、

過大となっていないか。 

＜第２次意見：１－(2)－イ【評価結果を実効的に反映させるための評価方法の改善の検討】関係＞ 

 

イ 評価手法等関係 

【基礎的な情報の把握と整理】 

・ 評価に当たり、業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置の実施状況等について、

以下の事項を的確に把握しているか。また、これらの事項を整理した資料を活用するなど、的確な

評価を迅速に行うことができるような工夫が行われているか。 

― 独立行政法人の設置目的・業務の範囲と個々の研究開発業務・資金配分業務との関係 

― 国の政策の重点と個々の研究開発業務・資金配分業務との関係 

― 中期目標・中期計画・年度計画と個々の研究開発業務・資金配分業務との関係（計画段階で想

定されていた業務であったか。） 

― 個々の研究開発業務における研究目標・研究期間及び中間段階における重要な到達目標 （マ

イルストーン）・研究計画の内容 

― 当該研究開発業務と、関連する研究開発業務との研究目標・研究計画の内容の関係等 

― 個々の研究開発業務の受委託の状況（受託元・委託先、受委託金額、受委託した業務内容、委

託等の目的、委託費の財源等） 

― 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成13 年11 月28日内閣総理大臣決定）等に基づ

き個々の研究開発業務について行われた事前評価、中間評価、事後評価等（委託元、資金配分

機関等で実施された評価を含む。）における実績報告、評価結果等の内容及びその評価結果の

反映状況（資源配分の重点化、プロジェクトの中止、見直しを含む。） 

― 総合科学技術会議が実施した国家的に重要な研究開発の評価結果、科学技術関係の独立行政法

人等の主要業務に対する見解等の内容やその反映状況（資源配分の重点化、プロジェクトの中

止、見直しを含む。） 

＜第２次意見：１－(2)－ア【年度計画の実施状況の分析・評価の実施】、【業務や施設ごとの分析・評価の実施の検討】

関係＞ 

 

【中期計画の進捗状況等】 

・ 個々の研究開発業務・資金配分業務の実績と中期計画・年度計画を照らし合わせて中期計画の進

捗状況の把握が行われるとともに、両者にかい離が生じている場合、その理由、妥当性、今後の

計画の実施の見通し等について分析が行われているか。その際、中期計画・年度計画に研究目標、

研究計画が明確になっていないなど問題がある場合は、その旨の指摘がなされているか。 

また、今後の当該業務の在り方、方向性等（資源配分の重点化、プロジェクトの中止、見直し

を含む。）が明確になるような形で評価が行われているか。当該評価結果は、「国の研究開発評

価に関する大綱的指針」等に基づく評価の結果（指摘事項等）とどのような関係にあるか。 

＜第２次意見：１－(2)－ア【年度計画の実施状況の分析・評価の実施】、１－(2)－イ【業務の在り方等の方向を明確

にする評価の実施】、２－(2)【試験研究等の業務についての評価の実施】関係＞ 
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【業務の内容、性格等に応じた評価】 

・ 研究開発関係法人の業務について、その種類、個々の研究開発業務についての目的、内容、性格

（基礎、応用、開発、試験調査等）、規模、財源等の観点から、どのような分類・整理を行い、

各分類ごとに、どのような視点、指標、手法等により評価することにしているか。 

・ 「新しい知の創出が期待される」基礎研究のように、短期的に成果を把握することが困難な研究

開発業務であっても、当該年度に当該業務を継続するとの判断を行った根拠を含め、法人の長に

よる業務、予算、人事等の具体的なマネジメント（業務実態の把握や実施している場合はその内

部評価等を含む。）の状況を毎年度把握し、その適切性について評価しているか。 

＜第２次意見：２－(2)【試験研究等の業務についての評価の実施】、15年度意見【研究開発業務の評価の観点】関係＞ 

 

【専門家の活用】 

・ 研究開発業務・資金配分業務の実績について科学的・技術的観点からの評価を行うに当たって、

当該研究開発業務の評価を行うことができる専門家の知見をどのように活用しているか。各研究

開発関係法人が行う業務の評価を適切に行うことができるよう、専門家の知見を活用するに当た

って、客観性（当該専門家の外部性等）・中立性（当該専門家の利害中立性）・信頼性（当該専

門家の専門性、評価方法（評価に投入した時間等）の有効性、評価結果の開示とそれに対する被

評価者（研究者）の意見把握等の取組の妥当性）等はどのように確保されているか。 

＜第２次意見：１－(2)－ウ【評価に当たっての幅広い分野の専門家等の活用】関係＞ 

 

【委託等の特性に応じた評価】 

・ 研究開発関係法人が行う委託等について、当該法人が実施する研究開発業務のうち単純業務や専

門外の実験・解析等を効果的・効率的に処理するためこれらの業務の委託等をするものと、研究

開発の促進や産学官連携の推進等を図るため民間研究所等への資金配分の手段として委託等をす

るものを区別し、それぞれの特性に応じた評価が行われているか。 

・ 単純業務や専門外の実験・解析等の業務の委託等に関する評価を行う場合は、研究開発関係法人

が直接実施する場合と比べたコスト削減状況、委託先等の選定方法、特定の委託先等との契約の

継続状況、委託額、委託業務等の成果の品質管理の状況、委託等をせずに研究開発関係法人が自

ら行う業務やこれに充当される費用の適切性等に着眼した評価が行われているか。 

＜第２次意見：４－(2)【効率化のための措置の実質的な効果に着眼した評価の実施】、15 年度意見：【研究開発業務

の外部委託についての評価の観点】関係＞ 

 

【資金配分業務の特性に応じた評価】 

・ 研究開発の促進や産学官連携の推進を図るために行う民間研究所等への資金配分業務（委託等や

共同研究の形で行うものを含む。）の評価を行う場合は、資金配分の形態（補助金、委託費等）

及び、資金配分の財源の拠出者としての国等の裁量事項と研究開発関係法人の裁量事項の関係に

留意しつつ、制度の目的や投入予算に照らして、資金配分の結果が適切か、研究成果や新分野開

拓、研究開発基盤の形成等の効果が十分に得られているか等の観点から評価が行われているか。

また、当該評価に当たって、資金配分業務を行う当該研究開発関係法人が行った評価の結果等を

活用している場合は、それを活用するに当たっての客観性・中立性・信頼性はどのように確保さ

れているか。 

 

【受託研究の審査状況等の評価】 

・ 研究の受託に当たっての審査の体制、内容、結果等（個々の受託研究の内容及びこれを受託する

ことが法人の設置目的等に適合しているか、研究を受託したことにより法人の主要業務が圧迫さ

れていないか等の視点を含む。）を把握し、評価が行われているか。 

＜15年度意見：【国等からの受託費等により行う研究開発業務についての評価の観点】関係＞ 

 

(2) 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置の実施状況等の評価 

【効率化の促進とその基礎的な情報の把握・整理】 

・ 各府省の独立行政法人評価委員会においては、業務運営の効率化に関する目標を達成するためと
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るべき措置の実施状況等について、以下の事項を的確に把握した上で評価が行われているか。そ

の際、各研究開発関係法人における効率化努力の状況を分析し的確な効率化方策の促進に資する

ような評価が行われているか。また、これらの事項を整理した資料を活用するなど、的確な評価

を迅速に行うことができるような工夫が行われているか。 

― 研究開発業務の区分ごとのコスト（事業費、管理費、人件費等）とこれに充当された資金の種

類（運営費交付金、受託費、補助金等）及び金額（予算・実績） 

― 弾力的な資金の配分状況、活用状況（年度途中における弾力的資金配分の状況、評価結果の資

金配分への反映状況、毎年度の資金配分のシェアの変化等） 

― 個々の研究開発業務に従事した人員数（常勤、非常勤（ポスドク等）等） 

― 組織（センター、研究室、部門等）・人員（常勤・非常勤）の合理化状況 

― 研究施設・高額な機器の稼動状況及び外部利用の状況（利用料収入がある場合はその状況を含

む。） 

 

【人材確保のための取組の評価】 

・ 研究開発関係法人において実施されている人材の養成や流動性の確保、インセンティブの向上、

官民の枠や国籍にとらわれない優秀な人材の確保等のための取組を具体的に把握し、評価を行っ

ているか。 

＜第２次意見：５－(2)【中期目標の達成に向けた弾力的な組織・役職員数管理の観点からの評価の実施】関係＞ 

（略） 
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（別紙２） 

 

文部科学省における研究及び開発に関する評価指針（抜粋） 

 

平成 17 年 9 月 26 日 

文部科学大臣決定 

 

第１章 基本的考え方 

１．１ 本指針の位置付け 

本指針は、文部科学省の所掌に係る研究開発について評価を行っていく上での基本的な考え方をまとめたガ

イドラインである。 

文部科学省本省内部部局及び文化庁内部部局（以下「文部科学省内部部局」という。）においては、本指針

に基づき、実施要領を策定するなど所要の評価の枠組みを整備し、自らの研究開発に関する評価を行うことと

する。 

また、大学及び大学共同利用機関（以下「大学等」という。）並びに文部科学省所管の国立試験研究機関、

独立行政法人研究機関、特殊法人研究機関においては、本指針を参考に、それぞれ適切な方法により進めるこ

とが期待される。 

 

１．２ 評価の意義 

評価は、貴重な財源をもとに行われる研究開発の質を高め、その成果を国民に還元していく上で重要な役割

を担うものである。評価により、新しい学問や研究の領域を拓く研究開発、国際的に高い水準にある研究開発、

社会・経済の発展に貢献できる研究開発等の優れた研究開発を効果的・効率的に推進することが期待できる。 

評価は主として以下の意義を有し、これらの実現を目指して評価を行うものとする。 

①創造へ挑戦する研究者を励まし、優れた研究開発を積極的に見出し、伸ばし、育てること。 

②研究者の創造性が発揮されるような、柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境を創出すること。 

③研究開発施策等の実施の可否を、社会への影響にも配慮した幅広い視点から適切に判断するとともに、よ

り良い施策等の形成に資すること。 

④評価結果を積極的に公表し、研究開発活動の透明性を向上させることにより、研究開発に国費を投入して

いくことに関し説明する責任を果たし、広く国民の理解と支持を求めること。 

⑤評価結果を適切に反映することにより、重点的・効率的な予算、人材等の資源配分等を実現し、限られた

資源の有効活用を図ること。また、既存活動の見直しにより新たな研究開発への取り組みの拡大を図るこ

と。 

 

１．３ 本指針の適用範囲 

本指針は、「研究開発施策（注１）」、「研究開発課題」、「研究開発を行う機関等（注２）」、「研究者等（注３）

の業績」の４つを評価の対象とする。また、研究開発の範囲は、国費を用いて実施される研究開発全般とする。 

（注１）ここでいう研究開発施策とは、文部科学省政策評価基本計画における施策、事務事業（研究開発課題を除く）のうち、

研究開発に関するもの等に相当する。 

（注２）研究開発を行う機関（大学等、国立試験研究機関、独立行政法人研究機関、特殊法人研究機関）及び資源配分機関を

いう。 

（注３）研究者及び研究支援者をいう。 

 

１．４ 評価システムの構築 

文部科学省の所掌に係る研究開発は、大学等における学術研究から、独立行政法人研究機関、特殊法人研究

機関等における特定の政策目的を実現する大規模プロジェクトまで多様である。文部科学省内部部局及び研究

開発を行う機関等は、評価の意義を深く認識し、各々の研究開発の特性に適した評価システムを構築する。 

評価システムの構築に当たっては、評価は戦略的な意思決定を助ける重要な手段であり、それ自体が目的で

はないことを十分認識した上で、「研究開発を企画立案し、実施し、評価するとともに、その評価結果を次の

企画立案等に適切に反映させていく」といった循環過程（いわゆる「マネジメント・サイクル」）を確立する。 

また、個々の研究開発課題や研究者等の業績の評価から、研究開発を行う機関等や研究開発制度の評価、さ
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らには研究開発戦略等の評価といった評価の階層構造が存在することを考慮し、個別の課題等から上位の機関

や施策・政策に至る効率的な評価システムを構築するために、それぞれの評価の目的や位置付けを明確にする

とともに、評価相互の有機的な連携・活用を具体的な機関やそこでの研究開発の特性に応じつつ各階層で進め

ていく。 

文部科学省内部部局及び研究開発を行う機関等は、評価システムの適切な運用を確保するとともに、その改

善を図る観点から、評価の在り方について評価者や被評価者（注）等からの意見聴取に努めるなど、評価の検証

を適時行い、評価の質の向上や評価システムの改善に努める。その際、各階層における評価が指針等に沿って

適切に行われているか、無駄な評価や形式的な評価になっていないか、評価実施主体、評価者及び被評価者の

間で十分なコミュニケーションがとれているかなどが必要な視点として考えられる。 

また、効果的・効率的な評価を行うため、評価に関する客観的な情報・データ等を収集・蓄積し、評価に役

立てる。 

さらに、評価は研究開発活動の効果的・効率的な推進に不可欠であることから、必要な予算、人材等の資源

を確実に拡充し、充実した評価体制を整備する。 

（注）研究開発を実施している研究者のみならず、評価対象が研究開発施策の場合においては、その施策の実施者、評価対象

が研究開発機関の場合においては、その機関の長等が該当する。 

 

１．５ 関係者の役割 

優れた研究開発を伸ばすためには、研究開発に関係する全ての者が、評価活動を成熟させ、研究開発にお

ける評価の文化を創り上げることが重要である。 

文部科学省内部部局は、自ら研究開発施策等の評価を行うとともに、研究者や研究開発を行う機関等の自

律的な取り組みを補完するために、評価システムの構築・運営や評価環境の整備を適切に行う。 

研究開発を行う機関等は、研究者の創造性を発揮させ、優れた研究開発を効果的・効率的に実施するため、

評価システムの構築や運営を適切に行う。また、評価者としての業務を重要なものとして理解し、研究者が評

価者として積極的に参画しやすい環境の整備に努める。 

研究者等は、国費の支出を受けて研究開発を行う責任の自覚と研究活動の改善・活性化にとって評価が重

要であるとの認識の下、自らの研究開発に係わる評価について自律的に取り組むとともに、外部評価・第三者

評価を受ける場合には、自発的かつ積極的に評価に協力する。また、専門的見地からの評価が重要な役割を果

たすものであることを認識し、評価者として評価に積極的に参画する意識を持つことが必要である。研究者コ

ミュニティーにおいても、研究者の評価業務への参画が、研究者のキャリアパスにおいて、十分意義があるも

のであるとの認識の醸成を一層図っていくことが必要である。 

 

第２章 共通事項 

２．１ 評価実施主体 

評価実施主体とは、評価の実施に当たっての全般的な責任を有するものをいう。評価実施主体は、各々の

使命や任務に照らし、対象となる研究開発活動の性格、内容、規模等に応じて、質の高い実効性のある評価が

行われるように、具体的な仕組みを設計する。具体的な評価は、評価実施主体の定める選任方法に従い選ばれ

た評価者が、評価実施主体の定める評価の目的、方法等に則り、その専門性を発揮して行う。研究開発実施・

推進主体は、評価者が行った評価に基づき、政策立案等において意思決定をするなど適切な活用に供する。 

また、評価実施主体が評価を行う上で、各種の支援（評価の高度化のために必要な判断の根拠となる客観

的・定量的なデータの収集・分析等評価に先立つ調査分析や評価法の開発等）を行う評価支援者の役割が今後

益々重要になることから、評価支援者の育成への取り組みが重要である。 

 

２．２ 評価者 

２．２．１ 責任と自覚 

評価者は、厳正かつ公正な評価を行うことが、評価システムの信頼を保つ根幹であることを理解するとと

もに、自らの評価結果が資源配分や研究開発施策の見直しに反映されるなどの評価の重要性を理解し、評価者

としての責任と自覚を持ち評価に取り組む。 

評価に当たっては、適切な助言を行うなど、創造へ挑戦する研究者を励まし、優れた研究開発を見出し、

育て、さらに伸ばすような視点に配慮する。 

また、自らの評価結果が、後の評価者によって評価されることになるとともに、 終的には国民によって
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評価されるものであることも自覚し、評価に取り組むことが望まれる。 

 

２．２．２ 評価の観点に応じた評価者の選任 

独創性、革新性、先導性、発展性等の科学的・技術的意義に係る評価（科学的・技術的観点からの評価）

と文化、環境等を含めた国民生活の質の向上への貢献や成果の産業化等の社会・経済への貢献に係る評価（社

会的・経済的観点からの評価）では、評価者に求められる能力が異なることから、評価実施主体は、評価対象・

目的に照らして、それぞれの観点に応じた適切な評価者を選任する。 

科学的・技術的観点からの評価においては、評価対象の研究開発分野及びそれに関連する分野の研究者を

評価者とする。社会的・経済的観点からの評価においては、評価対象と異なる研究開発分野の研究者、成果を

享受する産業界、人文・社会科学の人材、研究開発成果の産業化・市場化の専門家、一般の立場で意見を述べ

られる者や波及効果、費用対効果等の分析の専門家等の外部有識者を加えることが適当である。 

なお、評価実施主体は、評価の目的や方法等に関して、選任した評価者に対して周知するとともに、相互

の検討等を通じて、評価について共通認識が醸成されるよう配慮する。 

 

２．２．３ 外部評価、第三者評価の活用 

評価の公正さを高めるために、評価実施主体は、評価実施主体にも被評価主体にも属さない者を評価者と

する外部評価（注１）を積極的に活用する。また、必要に応じて第三者評価（注２）を活用する。評価に当たっては、

民間等外部機関の活用も考慮する。 

なお、国家安全保障や国民の安全確保等の観点から機密保持が必要な場合には、上記によらず、適切に評

価を行う。 

（注１）評価の対象となる研究開発を行う研究開発実施・推進主体が評価実施主体となり、自らが選任する外部の者が評価者

となる評価をいう。 

（注２）評価の対象となる研究開発を行う研究開発実施・推進主体とは別の独立した機関が評価実施主体となる評価をいう。 

 

２．２．４ 幅広い評価者の選任、在任期間、利害関係者、守秘義務 

評価実施主体は、評価の客観性を十分に保つとともに、様々な角度・視点から評価を行うために、例えば、

年齢、所属機関、性別等に配慮するなどして、各研究開発活動の趣旨に応じて、民間人、若手研究者、外国人

等を含め幅広く評価者を選任する。若手研究者を評価者に加えることは、 先端の知見に基づいた評価が促進

されるとともに、研究者の資質の向上にもつながることから、適宜これを考慮する。 

また、国際競争・協調の観点や研究開発水準の国際比較等の観点からの評価を行うため、必要に応じて、

メールレビュー等により、海外の研究者や評価の専門家に評価への参画を求める。評価者の固定化を防ぐため、

評価者には一定の明確な在任期間を設ける。 

また、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が評価に加わらないようにする。その際、

各制度等の趣旨、性格に応じて予め利害関係の範囲を明確に定める。やむを得ず利害関係者とみなされる懸念

が残る者を排除できない場合には、その理由を明確にするとともに、当該評価者のモラル維持や評価の透明性

確保等を図らなければならない。 

さらに、被評価者に不利益が生じることのないよう、評価者には評価内容等の守秘の徹底を図る。 

 

２．３ 評価時期及び評価方法 

２．３．１ 評価時期 

評価実施主体は、研究開発施策や研究開発課題については、原則として事前及び事後に評価を行うととも

に、５年以上の期間を有したり、研究開発期間の定めがない場合は、３年を一つの目安として定期的に中間評

価を行う。その場合、特に成果が短期間で現われにくい基礎研究（注）等、研究開発の性格等によっては、性急

に成果を求めるような評価を行うことが適切ではないことに留意する。 

また、優れた成果が期待され、かつ研究開発の発展が見込まれる研究開発課題については、切れ目なく研

究開発が継続できるように、研究開発終了前の適切な時期に評価の実施を図る。 

さらに、研究開発施策、研究開発課題等においては、終了後、一定の時間を経過してから、副次的効果を

含め、研究開発の直接の成果（アウトプット）から生み出された効果・効用（アウトカム）や波及効果（イン

パクト）を確認することも有益である。このため、必要に応じて、追跡評価を行うことにより、学会における

評価や実用化の状況、研究開発を契機とした技術革新や社会における価値の創造、さらに、大型研究施設の開
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発・建設等の場合は当該施設の稼動・活用状況等を適時に把握するとともに、過去の評価の妥当性を検証し、

関連する研究開発制度等の見直し等に反映させる。なお、追跡評価については、その重要性に鑑み、今後、そ

の一層の定着・充実を図ることとする。研究開発を行う機関等については、定期的に評価を行う。研究者等の

業績については、所属する機関の長が評価時期を定める。 

(注)本指針において、「基礎研究」には、研究者の自由な発想に基づく研究と特定の政策目的に基づく基礎研究を含む。以下

同じ。 

 

２．３．２ 評価の対象、目的の設定 

評価実施主体は、評価対象を明確にするとともに、当該評価を研究開発活動の中でどのように戦略的に位

置づけ、評価結果を誰がどのように活用するかを念頭に置いて、評価の目的を明確かつ具体的に設定し、その

内容を被評価者に予め周知する。 

 

２．３．３ 対象、目的に応じた評価方法の設定・抽出 

２．３．３．１ 評価方法の設定・抽出、周知及び見直し 

評価実施主体は、評価における公正さ、信頼性を確保し、実効性のある評価を実施するために、評価対象

や目的に応じて、評価方法（評価手法、評価の観点、評価項目、評価基準、評価過程、評価手続等）を明確か

つ具体的に設定・抽出し、被評価者に対して予め周知する。 

また、評価実施主体は、科学技術の急速な進展や、社会や経済情勢の変化等、研究開発を取り巻く状況に

応じ、評価方法を見直す。 

 

２．３．３．２ 評価手法の設定 

評価については、評価に先立つ調査分析法から評価法そのものに至るまで、様々な手法がある。代表的な

評価手法としては、当該分野の研究者によるピアレビューや産業界や経済・社会的効果の専門家等も含むエキ

スパートレビューがある。また、ピアレビュー等における評価結果を明確に表現し、複数の事業間における比

較を可能にする評点法（注）等がある。さらに、ピアレビュー等に客観的情報を提供し、レビューの質の向上に

寄与する種々の定量的分析がある。評価実施主体は、これら多様な評価手法を検討し、評価対象や目的に応じ

て、柔軟に 適な評価手法を設定する。 

また、評価に当たっては、科学的・技術的観点からの評価と社会的・経済的観点からの評価を区別し、研

究開発の特性に応じた適切な手法により評価を行う。例えば、安全・安心に資する科学技術の研究開発におい

ては、科学的・技術的観点からの評価のみならず社会的・経済的な観点からの評価をより重視すべきである。

また、知的・文化的価値の創出を主たる目的とした研究開発においては、科学的・技術的な観点からの評価を

中心に行うべきである。これらを混同して評価を行うことは研究者の意気を阻喪させるとともに、国全体とし

て適切な研究開発が実施されない恐れが生じることとなり、この点に十分留意する必要がある。 

今後、評価においては、その信頼性を高めるため、従来にも増して評価に先立つ調査分析を充実させ、判

断の根拠となる客観的・定量的なデータを組織的に収集・分析するなど、その質の高度化が求められる。また、

当面、現在入手可能な手法の中から適切なものを選択して行うが、今後は、評価手法等についても、それらの

開発・改良を進め、評価の高度化を図る。 

（注）評点法：評価者の判断を定量化して評価する方法。まず、考えられる評価項目についてリストを作成し、評価者がヒ

アリングや報告書や各種データ等を基にして各項目毎に評点をつけ、これらの評点を合計して総合点を算出するなどして評

価する手法。 

 

２．３．３．３ 評価の観点 

評価は、当該研究開発の重要性、緊急性等（「必要性」）、当該研究開発成果の有効性（「有効性」）、

当該研究開発の方法、体制の効率性（「効率性」）等の観点から行う。 

また、評価は、対象となる研究開発の国際的水準に照らして行う。 

さらに、研究者が、社会とのかかわりについて常に高い関心を持ちながら研究開発に取り組むことが重要

であることから、研究開発によっては、人文・社会科学の視点も評価に十分に盛り込まれるよう留意すること

（社会との接点で生ずる倫理的・法的・社会的課題（ELSI）に対する適切な配慮を含む）、評価を通じて研究

開発の前進や質の向上が図られることが重要であることから、評価が必要以上に管理的にならないようにする

ことや研究者の挑戦意欲を萎縮させないためにも研究者が挑戦した課題の困難性も勘案することが重要であ
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る。 

 

２．３．３．４ 評価項目の抽出 

評価実施主体は、研究開発の性格、内容、規模等に応じて、「必要性」、「有効性」、「効率性」等の観

点の下、適切な評価項目を抽出する。 

なお、評価項目としては、以下のものが考えられる。 

ア.「必要性」の観点 

科学的・技術的意義(独創性、革新性、先導性、発展性等)、社会的・経済的意義 (産業・経済活動の活性

化・高度化、国際競争力の向上、知的財産権の取得・活用、社会的価値（安全・安心で心豊かな社会等）

の創出、国益確保への貢献、政策・施策の企画立案・実施への貢献等)、国費を用いた研究開発としての妥

当性（国や社会のニーズへの適合性、機関の設置目的や研究目的への適合性、国の関与の必要性・緊急性、

他国の先進研究開発との比較における妥当性等）等 

イ.「有効性」の観点 

目標の実現可能性や達成のための手段の存在、研究者の能力、目標の達成度、新しい知の創出への貢献、

（見込まれる）直接の成果の内容、（見込まれる）効果や波及効果の内容、研究開発の質の向上への貢献、

実用化・事業化の見通し、行政施策実施への貢献、人材の養成、知的基盤の整備への貢献等 

ウ.「効率性」の観点 

計画・実施体制の妥当性、目標・達成管理の妥当性、費用構造や費用対効果の妥当性、研究開発の手段や

アプローチの妥当性等 

 

２．３．３．５ 評価基準の設定 

評価基準については、抽出された各評価項目についての判断の根拠があいまいにならないよう、予め明確

に設定する。この際、評価実施主体は、研究開発の質を重視する。特に、科学的・技術的観点からの評価基準

の設定に当たっては、国際的水準等を基本とする。 

 

２．３．３．６ 評価の実施 

評価実施主体は、設定・抽出した評価手法、評価の観点、評価項目、評価基準に従い、評価を実施する。 

特に、中間・事後評価等においては、予め設定した目標に対する達成度等を評価することを基本とするが、

必要に応じて、抽出した評価項目全体を平均的に判断するばかりではなく、場合によっては優れている点を積

極的に取り上げる。また、失敗も含めた研究過程や計画外の事象から得られる知見、研究者の意欲、活力、発

展可能性等にも配慮する。さらに、被評価者が達成度を意識するあまり当初の目標を低く設定することがない

よう、高い意義を有する課題に挑む姿勢を考慮する。また、評価実施主体は、評価者の見識に基づく質的判断

を基本とする。その際、評価の客観性を確保する観点から、評価対象や目的に応じて、論文被引用度、特許の

取得に向けた取り組み等の数量的な情報・データ等を評価の参考資料として利用することは場合によっては有

用であるが、数量的な情報・データ等を評価指標として安易に使用すると、評価を誤り、ひいては被評価者の

健全な研究活動を歪めてしまう恐れがあることから、これらの利用は慎重に行う。特に、インパクトファクタ

ー（注）は、特定の研究分野における雑誌の影響度を測る指標として利用されるものであり、掲載論文の質を示

す指標ではないことを認識して、その利用については十分な注意を払うことが不可欠である。 

（注）インパクトファクター：現トムソンサイエンティフィック（旧ISI）のCitation Index 製品の収録対象誌に付与され

る雑誌評価指標であり、同社が提供するJournal Citation Reports®に収録される雑誌に掲載された論文が、特定の年又は

期間に引用された平均的頻度を表す。 

 

２．３．４ 評価に当たり留意すべき事項 

２．３．４．１ 評価活動の継続性 

評価実施主体は、必要に応じて、過去に評価を行った者を評価者に含めるなど、評価の考え方の継承に努

め、継続性を確保する。 

また、一連の評価に係る情報を一括管理し、当該研究開発の過程をたどることを可能としたり、事後評価

や追跡評価の結果を次の研究開発段階の課題や施策がより良いものになるように活用されるよう運営する。 
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２．３．４．２ 評価の過程における被評価者との意見交換 

評価実施主体は、評価内容の充実、研究開発活動の効果的・効率的な推進、並びに評価者と被評価者の信

頼関係の醸成の観点から、評価の過程において評価者と被評価者による意見交換の機会を可能な限り確保する

よう努める。その際、評価の公正さと透明性が損なわれないよう配慮する。 

 

２．３．４．３ 基礎研究等の評価 

基礎研究については、その成果は必ずしも短期間のうちに目に見えるような形で現れてくるとは限らず、

長い年月を経て予想外の発展を導くものも少なからずある。 

このため、評価実施主体は、画一的・短期的な観点から性急に成果を期待するような評価に陥ることのな

いよう留意する。 

また、試験調査等の研究開発の基盤整備的な役割を担うもの（注）については、個々の性格を踏まえた適切

な評価方法を用いる。 

（注）各種観測調査、遺伝子資源の収集・利用、計量標準の維持、安全性等に関する試験調査、技術の普及指導等、相対的

に定型的、継続的な業務をいう。 

 

２．４ 評価結果の取扱い 

研究開発を企画立案し、実施し、評価するとともに、評価結果を研究開発の見直しや運用の改善等に適切

に反映するといった循環過程を確立しなければならない。 

そのためには、研究開発施策、研究開発課題及び研究開発機関等の評価については、予め評価目的及び活

用方法を具体的に明確化し、評価結果を研究開発の企画立案や資源配分等に適切に反映して、研究開発の質の

向上や資源の有効活用を図ることが重要である。評価結果の具体的な活用の例としては、評価時期別に、 

○事前評価では、採択・不採択もしくは実施の可否、計画変更、優れた研究開発体制の構築等 

○中間評価では、進捗度の点検と目標管理、継続、中止、方向転換、研究開発の質の向上、機関運営の改善、

研究者の意欲喚起等 

○事後評価では、計画の目的や目標の達成・未達成の確認、研究者又は研究代表者の責任の明確化、国民への

説明、評価結果のデータベース化や以後の評価での活用、次の段階の研究開発の企画・実施、次の政策・施

策形成の活用、研究開発マネジメントの高度化、機関運営の改善等 

○追跡評価では、効果・効用（アウトカム）や波及効果（インパクト）の確認、国民への説明、次の政策・施

策形成への活用、研究開発マネジメントの高度化等 

が挙げられる。 

また、研究者等の業績の評価結果の具体的な活用の例としては、研究費の配分や研究開発環境の充実等の

特典付与、昇格やポスト登用の審査への活用、勤勉手当や年俸への反映等が挙げられるが、機関の特性に応じ

た活用が期待される。 

なお、研究開発施策、研究開発課題の評価に当たっては、以下の点に留意する。中間評価においては、必

要に応じて、研究開発が一層発展するよう助言する。特に、進展の激しい研究開発については、柔軟に研究計

画を変更することを提言する。また、評価実施主体は、評価結果に応じて、研究者がさらにその研究開発を発

展させ、より一層の成果を上げることができるような事後評価を行うとともに、必要に応じて、研究開発実施・

推進主体は事後評価を活用するなどして、ある制度で生み出された研究成果が適切に次の制度等で活用される

ような仕組みの構築を図る。 

 

２．４．１ 評価結果の公表、資源配分等への反映プロセス 

評価実施主体は、評価結果を原則として公表するとともに、研究開発の企画立案に責任を有する部門や資

源配分等に責任を有する部門に適切に周知する。また、評価結果が他の評価にも有効であることに留意し、必

要に応じ関係部門に周知する。 

それらの部門は、評価結果を受け、研究開発施策や機関運営等の改善や、資源配分等への適切な反映につ

いて検討する。その上で、文部科学省内部部局及び研究開発を行う機関等はこれらの検討結果や反映状況も含

め公表する。 

評価実施主体は、評価結果等について、個人情報や知的財産の保護等、予め必要な制限事項について配慮

した上で公表する。また、評価結果の公表は、国民に対する説明責任を果たすとともに、評価の公正さと透明

性を確保し、社会や産業において広く活用されることに役立つことから、インターネットを利用するなどして、
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分かりやすく活用されやすい形で公表する。その際、評価の目的や前提条件を明らかにするなど、評価結果が

正確に伝わるように配慮する。評価者の評価内容に対する責任を明確にするとともに、評価に対する公正さと

透明性の確保の点から、適切な時期に評価者名を公表する。ただし、研究開発課題の評価の場合、研究者間に

新たな利害関係を生じさせないよう、個々の課題に対する評価者名が特定されないように配慮することが必要

である。 

 

２．４．２ 被評価者からの意見の提出 

評価実施主体は、評価実施後、研究開発の規模等を考慮しつつ、被評価者に対して原則として、評価結果

（理由を含む）を開示する。さらに、被評価者が説明を受け、意見を述べることができる仕組みの整備を図る。

被評価者からの意見を受け、必要に応じ評価方法等を検証する。また、被評価者が評価結果について納得し難

い場合に、制度の趣旨等に応じて、評価実施主体に対し、十分な根拠を持って異議を申し立てるための体制整

備に努める。 

 

２．５ 評価における過重な負担の回避 

評価に伴う作業負担が過重となり、研究開発活動に支障が生じないよう留意する。評価実施主体は、評価

目的や評価対象に応じ、複数の評価実施主体が同一の評価対象についてそれぞれ異なる目的で評価を行う場合

や研究開発課題・施策・機関といった階層構造の中で複数の評価を行うような場合等において、評価の重複を

避けるよう、可能な限り既に行われた評価結果を活用する。具体的には、 

○ある制度を評価する際に、その下にあるプログラムの中の個々の課題まで詳細に点検するのではなく、プロ

グラム単位で行われた評価を活用する。等また、研究開発課題等の特性や規模に応じて、適切な範囲内で可

能な限り簡素化した評価を行うなど、評価目的、趣旨を一層明確化した上で、評価の必要性の高いものを峻

別し、評価活動を効率的に行う。具体的には、 

○萌芽的研究、比較的小規模な研究、大学等における基盤的経費を財源とする基礎研究等は、特に必要と認め

られる場合を除き、中間・事後評価は行わない。 

なお、この際には、次の段階の研究開発の事前評価等を通じて、優れた研究開発を見落とさないように配

慮する。 

○外部評価は、評価者、被評価者ともに大きな負担を強いられるため、小規模な研究開発等については、事前

にその必要性について十分検討する。 

○評価対象となる研究開発課題が比較的少額の場合、メールレビューを実施したり、評価項目を限定する。等 

なお、評価方法の簡素化を行う場合には、公正さと透明性を確保する観点から、評価実施主体はその理由

等を示す。 

評価に当たっては、その目的・役割を明確化することを徹底し、評価システムとしての重複がある場合に

は、統合化・簡素化等の評価システムの合理化を図る。 

また、評価実施主体は、評価文書の形式を可能な限り統一すること等により評価作業を省力化する。さら

に、文部科学省内部部局及び研究開発を行う機関等は、外部評価の効果的・効率的な実施の観点から、予め自

らの研究開発について適切な関係資料の整理に努める。 

我が国では、評価に従事する者が質・量ともに不十分なため、過重な負担が一部の者にかかっていること

を踏まえ、評価者、研究開発実施・推進主体の職員等の育成・確保等評価体制の強化を図る。 

また、評価が無駄となったり形式化すること等により、現場に徒労感を生み出す恐れがあることから、評

価に当たっては、その目的・役割を明確化した上で、評価結果を適切に活用することにより、被評価者への確

実なフィードバックを図ることが必要である。 

 

２．６ 評価の質の向上のための方策 

研究開発実施・推進主体は、研究開発の特性に応じて、質の高い実効性のある評価が行われるように、評

価実施のための具体的な仕組みを定め、公表するとともに、評価自体やこのために必要な調査分析、体制整備

等に要する予算の確保、質の高い評価を実施するための人材の養成・確保等を通じて、国際的に高い水準の評

価を行う体制を整備することが必要である。そのため、必要に応じて、研究開発施策、課題毎に、その特性に

応じ実効性のある評価が行われるような体制を整えるために要する経費を確保することが重要である。 
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２．６．１ 評価人材の養成・確保等 

ア．評価事務局職員、プログラムオフィサー等について 

文部科学省内部部局及び研究開発を行う機関等においては、評価部門を設置し、国の内外から若手を

含む研究経験のある人材を適性に応じ配置し、効果的・効率的な評価システムの運営と評価の高度化を

推進する体制を整備する。 

競争的資金の配分機関においては、競争的資金制度の適切な運用、研究開発課題の評価プロセスの適

切な管理、研究開発の質の向上の支援等を行うために、研究経験のある人材を専任のプログラムディレ

クター（注１）(以下PDと記す。)、プログラムオフィサー（注２）(以下POと記す。)として充てるマネジメント

システムの構築を図る。この際、各制度の趣旨や目的等に応じて、POを 大限活用した効率的かつ的確

に評価を行うための方法や評価に関係する者の役割分担の明確化が必要である。 

競争的資金以外の大規模プロジェクト等においては、恒常的に当該プロジェクトに関与し、円滑な推

進のために助言等を行う者を必要に応じて配置する。 

PO等は、評価結果の信頼性を確保する上で重要な役割を担っていることに鑑み、資質向上のための研

修等を行う。 

また、研究開発機関等において、その経歴を研究活動の一環として適切に評価し、給与や処遇に反映

するなどインセンティブを確保することにより、PO等を研究者のキャリアパスとして位置付ける。さら

に、研究者がPO等へ円滑にキャリアを転換できるような仕組みについて検討する。国、大学、公的研究

機関の事務局における人的拡充を含めた研究開発評価体制の構築や職員等の評価実施能力の向上を図る

ことは、評価に係る各種作業を円滑に行う上で不可欠である。このため、職員等を対象とした研修等の

開催、評価に係る相談窓口の設置、研究開発評価専門研究者等の派遣等の取り組みを進める。また、研

究機関等においては、評価部門に専門性が蓄積されるように人事運用面で配慮する。 

イ．評価者について 

文部科学省内部部局及び研究開発を行う機関等は、評価に対する研究者の認識を深め、評価の質の向

上を図るなどの観点から、優れた研究開発課題や人材等を早い段階から見出し、研究開発を発展させる

ことのできる評価者層の拡大に努める。さらに、適切な評価者を選任するため、評価者候補に関する情

報の蓄積・活用の仕組みの構築を図る。 

なお、大学・公的研究機関における教育や研究活動を兼任している評価者やPO等については、過重な

作業が原因で本来の教育や研究活動に支障が生じることがないよう、評価実施主体による所属機関に対

する適切な支援策や所属機関における評価者等に対する適切な措置を検討する。例えば、競争的資金配

分機関等においては、評価者等の教育負担等を軽減するための経費の所属機関への措置等、所属機関に

おいては、評価者等としての経歴の評価や教育負担等を軽減するための措置等を検討する。 

ウ．評価システム高度化のための評価支援体制の整備 

評価の信頼性を高めるために、評価に先立つ調査分析を充実させるとともに、事前評価や追跡評価に

おける効果や波及効果等の社会経済への還元に係る評価手法や基礎研究についての評価手法の開発等評

価システム高度化のための調査研究を実施する。 

(注1)競争的資金制度と運用について統括する研究経歴のある高い地位の責任者をいう。 

(注2)各制度のプログラムや研究課題の選定、評価、フォローアップ等に関わる諸実務を行う研究経歴のある責任者をいう。 

 

２．６．２ データベースの構築・活用等 

文部科学省内部部局及び研究開発を行う機関等は、評価業務の効率化等を図るため、各研究開発課題毎に、

その目的や領域の区分を明確にするとともに、研究者（エフォートを含む）、資金（制度、金額）、研究開発

成果（論文、特許等）、評価者、評価結果（評価意見等）を収録したデータベースの構築やその活用、データ

ベースへの情報提供を行う。 

 

第３章 対象別事項 

研究開発に関する評価が多様な側面からなされるようになったことから、各評価を個別に行うのではなく、収

集した情報や評価結果を相互に活用することにより、作業の重複を避け、効率的に評価を実施することが必要で

ある。例えば、研究開発課題の評価結果は、研究開発施策、研究開発を行う機関等、あるいは研究者等の業績の

評価の際の情報となり得るものであり、課題の評価実施主体は、評価結果に関する情報の提供を積極的に行う。 

（略） 
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第４章 機関や研究開発の特性に応じた配慮事項 

第１章から第３章では、文部科学省の所掌に係る研究開発全般について、評価を行う上での考え方を示した。 

独立行政法人研究機関については、「独立行政法人通則法」（平成11年法律第103号）、国立大学法人、大学

共同利用機関法人においては、「国立大学法人法」（平成15年法律第112号）等において評価の枠組みが明記され

ているので、これらと本指針との関係を本章において整理することとした。また、文部科学省の所掌に係る研究

開発において極めて重要な位置を占める大学等における学術研究は、他の研究開発と比べて異なる特性を有する

こと、また、大学等は教育機能を有する機関でもあることから、その評価に当たっては、前章までに示した考え

方に基づくほか、これらの特徴を踏まえる必要があるため、本章において特に配慮すべき事項を整理した。 

 

４．１ 独立行政法人通則法、国立大学法人法等との関係 

独立行政法人研究機関については、「独立行政法人通則法」に基づき、独立行政法人評価委員会が業務の

実績に関して、第三者評価を行う。独立行政法人評価委員会が評価を進める上で、本指針を参考とすることが

期待される。 

大学等については、学校教育法等に規定する自己点検・評価を厳正に行う。国立大学法人及び大学共同利

用機関法人については、「国立大学法人法」に基づき、国立大学法人評価委員会が業務の実績に関し第三者評

価を行うが、その場合、教育研究の状況については、大学評価・学位授与機構における評価の結果を尊重する

こととされている。これらの評価に当たっては、大学等の研究活動の特殊性に留意し、本指針を参考とするこ

とが期待される。なお、本指針をもって新たな機関評価を行う義務が発生するものではない。 

 

４．２ 大学等における学術研究の評価における配慮事項 

４．２．１ 基本的考え方 

４．２．１．１ 学術研究の意義 

大学等における学術研究は、研究者の自由な発想と研究意欲を源泉として行われる知的創造活動であり、

人間の精神生活を構成する要素としてそれ自体優れた文化的価値を有する。その成果は人類共通の知的資産と

なり、文化の形成に寄与する。また、多様性を持った学術研究が幅広く推進される中から、未来社会の在り方

を変えるブレークスルーを生み出すなど、国家・社会発展の基盤ともなる。 

 

４．２．１．２ 学術研究における評価の基本理念 

学術研究においては、自律的な環境の中で研究活動が行われることが極めて重要である。その評価に当た

っては、専門家集団における学問的意義についての評価を基本とする。その際、公正さと透明性の確保に努め

る。 

また、優れた研究を積極的に評価するなど、評価を通じて研究活動を鼓舞・奨励し、その活性化を図ると

いう積極的・発展的な観点を重視する。画一的・形式的な評価や安易な結果責任の追及が研究者を萎縮させ、

独創的・萌芽的な研究や達成困難な課題に挑戦しようとする意欲を削ぎ、研究活動が均質化することのないよ

うにする。 

 

４．２．１．３ 学術研究の特性 

学術研究は人文・社会科学、自然科学のあらゆる学問分野にわたるものであり、その性格、内容、規模等

が極めて多様である。また、学術研究においては独創性が重視されるとともに、萌芽的な研究や長期間を経て

波及効果が現れる研究等、評価が困難なものも多い。さらに、新しい原理や法則の発見に至る過程においては、

研究の経過そのものや時には失敗さえもが、その後の展開にとって価値を有する場合がある。また、大学等に

おいては、研究成果を踏まえた教育活動によって研究者をはじめ社会の様々な分野で活躍する人材が養成され

るなど、研究活動と教育活動が密接な関連をもって推進されている点にも大きな特徴がある。学術研究におけ

る評価に当たっては、これらの特性に配慮する必要がある。 

 

４．２．１．４ 評価の際の留意点 

４．２．１．４．１ 評価の視点 

学問的意義についての評価を中心とし、それに加えて研究の分野や目的に応じて、社会・経済への貢献と

いう観点から新技術の創出や特許等の取得に向けた取り組み等を評価の視点の一つとする。また、成果の波及

効果を十分に見極めるなど、長期的・文化的な観点に立った評価が必要である。さらに、 先端の研究のみな

13 

213



 

らず、萌芽的な研究を推進するとともに、若手研究者による柔軟で多様な発想を活かし、育てるという視点が

重要である。単に成果を事後的に評価するのみならず、現に研究活動に取り組んでいる研究者の意欲や活力、

発展可能性を適切に評価するという視点を持つべきである。 

 

４．２．１．４．２ 評価の方法 

定量的指標による評価方法には限界があり、ピアレビューによる研究内容の質の面での評価を基本とする。

その際、数量的な情報・データ等を評価指標として用いる場合には、前述（２．３．３．６ 評価の実施）に

述べた観点を踏まえ、慎重な態度が求められる。 

人文・社会科学の研究は、人類の精神文化や、人類に生起する諸々の現象や問題を対象とし、これを解釈

し、意味付けていくという特性を持った学問であり、個人の価値観が評価に反映される部分が大きいという点

に配慮する。 

 

４．２．１．４．３ 研究と教育の有機的関係 

大学等は教育機能を有する機関でもあることから、大学等の機関評価や大学等の研究者の業績評価につい

ては、教育、研究、社会貢献といった大学等の諸機能全体の適切な発展を目指すことが必要であり、研究と教

育の有機的関係に配慮する。 

 

４．２．２ 対象別の評価方法 

４．２．２．１ 研究課題の評価 

４．２．２．１．１ 基盤的資金による研究 

基盤的資金は、萌芽的な研究や継続的な研究を含め、研究者の自由な発想による多様な研究活動を支え、

学術研究の発展の基盤を培うものである。 

基盤的資金による研究の評価は、研究者による日常的な論文発表や学会活動等に対する評価を活用しつつ、

各大学等において行う。その際、研究者の業績評価の一環として行うことも考慮する。また、自由闊達な雰囲

気を損ねたり、将来に向けての研究の発展の芽を摘み取ることのないよう留意する。 

 

４．２．２．１．２ 競争的資金による研究 

学術振興を目的とする競争的資金による研究の評価については、時代の要請に応じて必要な体制の整備を

図りつつ、一層の充実を図る。その際、研究種目の性格や研究費規模に応じて、事前評価（審査）に重点を置

くなど、効果的・効率的な評価方法を設定する。評価の質的向上を図る観点から、審査員の構成バランスへの

配慮、研究内容を理解できる人材の確保を含めた評価業務実施体制の強化、審査結果の申請者への開示の拡充

に努める。 

 

４．２．２．１．３ 大型研究プロジェクト 

天文学、加速器科学、核融合科学等、特定の大学共同利用機関等が中心となり、巨額の資金と多くの研究

者集団により実施される大型研究プロジェクトの評価に当たっては、研究者のアイデアや研究者コミュニティ

ーの意見を汲み上げつつ、第三者的立場の審議会等で評価を行う体制が有効かつ適切である。このため、科学

技術・学術審議会等において、事前・中間・事後の各段階における評価を実施し、それに基づいてプロジェク

トの変更・中止等の措置を講ずるとともに、評価結果を積極的に公表し、発信する。その際、評価の適切性を

高めるため、学問的意義のみならず社会・経済に与える影響について十分な評価が行われるよう、有識者の参

画を得て評価を行う。また、外国人研究者の意見を聴くなど、国際的な視点に立った評価の実施に努める。 

 

４．２．２．２ 研究面における大学等の機関評価 

評価に当たっては、まず各大学等が自らの目標に照らして研究活動及び組織運営の状況について自己点

検・評価を行い、その結果を組織運営の改善に役立てるとともに、国民に対する説明責任を果たす観点からこ

れを公表する。 

大学共同利用機関については、運営会議において、機関の運営及び研究活動の両面での評価が行われてお

り、これら外部に開かれた運営体制における評価機能を活用する。 
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４．２．２．３ 研究者の業績評価 

各大学等においては、例えば学会等を通じた研究者間の相互評価や競争的資金の獲得実績も活用して個々

の研究者の業績を評価し、それを大学等の組織運営に活かす。なお、研究者の業績評価については、大学等に

おける自己点検・評価の一環として実施することも考慮する。 

研究者の業績評価に当たっては、研究者の創意を尊重し、優れた研究活動を推奨し、支援するという積極

的視点が重要である。一方、研究者は、大学等がその使命を全うするために自由な研究環境の保障が必要とさ

れていることを自覚し、自らを厳しく律して研究を推進することが望まれる。 

大学等にとっては、教育機能も極めて重要な要素であり、教員の評価に当たって研究面での業績のみが重

視されることによって、大学等における教育面での機能の低下をもたらすことのないよう、留意する。 

 

第５章 フォローアップ等 

文部科学省内部部局は、文部科学省の所掌に係る研究開発評価の実施状況についてフォローアップを行い、そ

の把握に努める。また、フォローアップの結果や国内外の動向を踏まえ、本指針の見直しを行う。 

研究開発制度・研究開発を行う機関等の所管部局は、所管する制度・機関の評価に関し、評価方法等を点検し、

評価の質を高め、適切な評価が効果的・効率的に行われていくよう、評価の在り方の改善に努める。その際、所

管機関に対し必要に応じ適切な助言を行う。また、評価者に関する情報も含め、評価結果を評価推進部局に提出

する。 

評価推進部局は、制度・機関所管部局から提出された評価結果を取りまとめ、制度・機関所管部局に対して助

言等を行うとともに、評価システム全体の見直しを行う。また、データベースの構築等を図るとともに、効果的・

効率的な評価システムを構築するため、評価者や評価業務に携わる者の養成・確保に係る方策を講じる。 
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（別紙３） 

 

国の研究開発評価に関する大綱的指針（抜粋） 

 

平成20年10月31日 

内閣総理大臣決定 

 

（略） 

第1章 基本的考え方 

1．評価の意義 

研究開発評価は、国際的に高い水準の研究開発、社会・経済に貢献できる研究開発、新しい学問領域を拓

く研究開発等の優れた研究開発を効果的・効率的に推進するために実施する。 

研究開発評価の意義は、次のとおりである。 

①研究開発をその評価の結果に基づく適切な資源配分等を通じて次の段階の研究開発に連続してつなげ

るなどにより、研究開発成果の国民・社会への還元の効率化、迅速化に資する。 

②評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮されるような、柔軟かつ競争的で

開かれた研究開発環境の創出など、より良い政策・施策の形成等の効果が得られる。 

③評価を支援的に行うことにより、研究開発の前進や質の向上、独創的で有望な優れた研究開発や研究者

の発掘、研究者の意欲の向上など、研究開発を効果的・効率的に推進する効果が得られる。 

④評価結果を積極的に公表し、優れた研究開発を社会に周知することにより、研究開発に国費を投入して

いくことに関し、国民に対する説明責任を果たし、広く国民の理解と支持が得られる。 

⑤評価結果を適切に予算、人材等の資源配分に反映することにより、研究開発を重点的・効率的に行うこ

とができる。 

 

2．本指針の適用 

本指針が対象とする研究開発評価とは、①研究開発課題、②研究者等の業績、③研究開発機関等及び④研

究開発施策の評価を指す。 

研究開発の範囲は、国費を用いて実施される研究開発全般とする。具体的には、各府省、研究開発法人等、

大学(国公私立を含む)及び大学共同利用機関(以下「大学等」という)並びに国立試験研究機関等が自ら実施

又は推進する研究開発が対象となる。また、民間機関や公設試験研究機関等で国費の支出を受けて実施され

る研究開発、国費により海外で実施される研究開発等も対象とする。 

各府省は研究開発評価の指針において、本指針に沿って、評価対象、評価目的及び評価結果の取扱い、評

価者の選任、評価時期、評価方法など研究開発評価の実施に関する事項について、具体的な方針を定める。

また、研究開発機関及び第三者評価機関等は、本指針及び各府省の指針に沿って、同様な事項について、明

確なルールを定める。 

これらの指針等は、政策評価に関する基本計画及び事後評価実施計画、独立行政法人に係る評価基準等と

も整合するよう定める。 

 

3．評価関係者の責務  

（1）研究開発を実施又は推進する主体の責務 

研究開発を実施又は推進する主体は、本指針を踏まえ、公正かつ透明で、研究開発の特性やその進展

状況等に応じて柔軟で、優れた成果が次の発展段階に着実につながっていくための評価の具体的な仕組

み(評価指針、要領等の策定、評価委員会の設置等)を整備し、厳正に評価を実施する。また、その評価

結果を適切に活用し、さらに、国民に対して評価結果とその反映状況についてわかりやすく情報提供を

行う。その際、研究者が高い目標に挑戦するなどを通じその能力が十分発揮されるよう促し、研究開発

の質の向上や効率化を図るとともに、評価実施に伴う作業負担により研究者が本来の研究開発活動のた

めの時間や労力を著しく費やすことのないよう努める。また、各府省においては、研究開発評価の実施

及び評価結果の活用が適正かつ責任を持って行われるよう、所管官庁としての責務を果たすものとする。 
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（2）評価者の責務 

評価者は、研究開発評価に当たり、評価対象を正しく理解することに努めた上で、公平・公正で厳正

な評価を行うべきことを常に認識し、研究開発実施に伴う研究者の責任を厳しく問う姿勢を持つととも

に、独創的で有望な優れた研究者や研究開発を発掘し、又はさらに伸ばしてより良いものとなるように、

適切な助言を行う。 

 

（3）被評価者の責務 

研究者等の被評価者は、国費による研究開発を行うに際し、意欲的な研究開発課題等に積極的に挑戦

すること、研究開発の成果を挙げること、研究開発の成果が 終的には納税者である国民・社会に還元

されるよう図ること、あるいは成果が出ない場合には評価を通じて課される説明責任や結果責任を重く

受け止めること等、その責任を十分に自覚することが極めて重要である。 

また、研究開発活動の一環として評価の重要性を十分に認識し、自らの係わる研究開発活動について

評価者の正しい理解が得られるように、十分かつ正確に説明又は情報提供をするなど、積極的に評価に

協力する。 

 

4．効果的・効率的な評価の実施 

本指針が対象とする研究開発の評価は、その対象ごとにあらかじめ具体的かつ明確な目標を設定し、その

目標、達成度合い及び研究開発成果について、国際的な水準に照らして行うことを基本とする。  

研究開発評価は、研究開発を実施又は推進する主体や評価対象、評価時期等において極めて多様である。こ

のため、研究開発の評価を実施する主体は、それぞれの特性や役割等に相応した質の高い実効性のある評価

が行われるよう、また、評価が研究者等にとって過重な負担とならないよう、評価の実施体制の整備や具体

的な仕組みを構築し、評価を効果的・効率的に実施する。 

また、評価を実施する主体は、実施する評価について実効性及び効率性の向上等の視点から適切な時期に

検証を行い、必要に応じて実施体制や仕組みの改善に取り組む。 

 

（1）重層構造における評価の効率的実施 

国費を用いて実施される研究開発は、それらを実施又は推進する主体の面からみても、また、評価の

対象となる研究開発の面からみても、階層構造となっている。評価は、このような階層構造の下で各々

の階層レベルにおいて重層的に実施されることから、同一の研究開発が複数の評価の対象とされること

が多い。 

このため、評価を実施する主体は、同一の研究開発に対する評価が重複しないよう、関係機関とも連

携し、評価結果等の相互活用や評価方法の調整などを行い、全体として効果的・効率的に運営する。 

 

（2）評価の実施、活用等に関する責任主体の明確化 

研究開発評価はそれ自体を目的とするのではなく、研究開発マネジメントの中で有効に機能するよう、

評価が適切に実施され、また、評価結果が目的に沿って確実に活用されることが重要である。 

このため、評価を実施する主体は、誰がどのような目的で評価を実施するのか、また、評価結果は誰

がどのように活用し、どのような効果を生じるのか等に関して、それぞれの主体、その役割と責任など

をあらかじめ明確にし、それを関係者に周知した上で評価を実施する。 

 

（3）評価関連情報の機関横断的な活用促進と評価のための電子システムの導入 

評価を実施する主体は、評価者の選任、評価業務の効率化等を図るため、研究開発成果、評価者、評

価結果等の評価関連情報について、標準化して蓄積し、これらを横断的かつ相互に活用できるよう、利

便性の高い電子システムを導入する。 

さらに、評価業務を効率化するため、申請書の受付、書面審査、評価結果の開示等に電子システムを

導入する。 

 

5．評価実施体制の確立 

（1）評価実施体制の充実 

評価を実施する主体は、評価部門を設置し、国の内外から研究経験のある人材を適性に応じ配置する
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など、効果的・効率的な評価の適切な運営と国際的な水準から見て評価の高度化が推進されるよう体制

を整備する。 

また、評価の実施やそれに必要な調査・分析、さらには評価体制の整備等に要する予算の確保につい

ては、必要に応じて研究費の一部を評価の業務に充てることも考慮する。 

 

（2）評価人材の養成・確保 

評価を実施する主体は、評価者や評価業務に携わる人材として、独創的で優れた研究者・研究開発を

見いだし、育てることのできる資質を持つ人材を養成・確保するよう努める。 

このため、優れた評価の導入や普及、評価の手法等の高度化のための調査研究の実施、評価部門に専門

経験が蓄積するような人事制度での配慮、評価者の社会的地位向上と評価に参加することが評価者個人

に有益となるようなインセンティブの検討、評価者を評価する仕組みの整備その他評価支援体制の全般

的整備に努める。 

研究者には、研究開発の発展を図る上で専門的見地からの評価が重要な役割を果たすものであること

から、評価者としての評価への積極的な参加が求められる。一方、特定の研究者に評価実施の依頼が集

中する場合には、評価への参加が大きな負担となり、また、評価者となる幅広い人材の養成確保にもつ

ながらないことから、評価を実施する主体は、海外の研究者や若手研究者を評価者として積極的に参加

させることなどにより評価者確保の対象について裾野の拡大を図るよう努める。この場合、大学等、研

究開発法人等の研究開発機関が、研究者の任用において、研究開発評価に評価者として参加したことを

履歴の一つとして認定するなど、評価者となることのインセンティブを高めることにより優れた人材の

参加を確保する取組が重要である。 

 

6．評価の国際的な水準の向上 

経済社会のグローバル化が進展する中で、国費を用いて実施される研究開発においては、我が国における

科学の国際的な水準の向上、産業等の国際競争力の強化、地球規模の課題解決のための国際協力の推進など、

国際的視点からの取組が重要となっている。このような研究開発の国際化への対応に伴い、評価者として海

外の専門家を参加させる、評価項目に国際的なベンチマーク等を積極的に取り入れるなど研究開発評価に関

しても、実施体制や実施方法などの全般にわたり、評価が国際的にも高い水準で実施されるよう取り組んで

いく必要がある。 

 

第2章 対象別評価の実施 

評価を実施する主体は、評価の実施に当たり、評価対象を明確かつ具体的に設定し、また、その評価対象ごと

に、当該評価を研究開発活動の中でどのように戦略的に位置付け、誰がどのように活用するかをあらかじめ明確

にする。その上で、評価目的を明確かつ具体的に設定し、その内容を被評価者に事前に周知して評価を実施する。 

（略） 
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（別紙４） 

 

独立行政法人の中期目標期間終了時の見直し及び業務実績評価に関する当面の取組方針（抜粋） 

 

平 成 1 9 年 ７ 月 1 1 日 

政策評価・独立行政法人評価委員会 

（略） 

記 

 

１ 中期目標期間終了時の見直しに関する当面の取組方針 

中期目標期間終了時の見直しの対象となる法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性において

は、上記の問題意識及び基本的な方針に沿った厳しい指摘を行うこととし、行政減量・効率化有識者会議との

一層緊密な連携を図りつつ、「独立行政法人見直しの３原則」を含む別添１「経済財政改革の基本方針2007」

（平成19年6月19日閣議決定。以下「基本方針2007」という。）や関連する閣議決定その他政府の種々の改革

方針を踏まえるとともに、規制改革会議や官民競争入札等監理委員会など独立行政法人の業務の見直しに関連

する諸機関における議論の動向を踏まえて検討を行うこととする。 

また、検討の具体的な視点については、特殊法人等から移行して設立された法人の見直しを初めて行うに当た

って独立行政法人の組織・業務全般の見直しの視点を網羅的に取りまとめた別添２「平成18年度における独立

行政法人の組織・業務全般の見直し方針」（平成18年７月18日政策評価・独立行政法人評価委員会決定。以下

「18年度見直し方針」という。）を基本としつつ、必要な読み替えを行った上で適用することとする。 

 

２ 業務実績評価に関する当面の取組方針 

(1) 基本的な取組方針 

業務実績評価については、当委員会がこれまで策定し、各府省の独立行政法人評価委員会等に示してき

た「平成13年度における独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果についての第２次意見」（平成

14年12月26日。以下「２次意見」という。）、研究会報告書（平成16年6月30日）及び「平成16年度業務

実績評価の結果についての評価における関心事項（「財務内容の改善」及び「業務運営の効率化」関係）」

（平成17年７月11日。以下「財務内容等関心事項」という。）を基本としつつ、中期目標期間終了時の

事務・事業の見直しを視野に入れた評価や業務運営の一層の効率化等に資する評価に重点を置くことと

する。 

また、その際、基本方針2007及び関連する閣議決定その他政府の種々の改革方針並びに当委員会の18年

度見直し方針を踏まえるともに、役職員の給与水準の適切性や随意契約の見直しなど独立行政法人が直

面する重要課題等について、以下の事項を中心に重点的に評価を行うこととする。 

(2) 中期目標期間終了時の事務・事業の見直しにつながる業務の在り方の検討に資する評価 

① 法人の各業務について、国の政策の重点化・効率化や社会情勢の変化等に対応して適切な重点化・効

率化が行われているかどうかという観点から評価が行われているか。 

② 同種・類似業務を行っている他の法人や機関との比較等を行い、当該業務を独立行政法人という組織

形態や当該法人で行う必要性等についての評価が行われているか。 

（注）法人の業務の在り方の検討に資する評価の視点等については、18年度見直し方針を参照。 

(3) 財務内容や主要な事務・事業の改善等に資する評価 

ア 財務内容の改善 

① 欠損金、剰余金の適正化 

欠損金や当期総損失について、その発生要因を業務実績報告書等で明らかにさせた上で、その解

消に向けた取組やその効果についての評価が行われているか。また、剰余金（積立金）や当期総利益

についてもその発生要因を業務実績報告書等で明らかにさせた上で、剰余金等を保有する必要性、金

額の妥当性、その効果的な運用方法等についての評価が行われているか。 

② リスク管理債権の適正化 

貸付金の回収計画の策定・回収状況についての評価が行われているか。また、リスク管理債権額

やその貸付金残高に占める割合が増加している場合において、その要因を業務実績報告書等で明らか

にさせた上で、その適正化に向けた取組やその効果についての評価が行われているか。 
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（注）財務内容の改善関係については、２次意見の「３ 予算、収支計画及び資金計画の実施状況等

の評価について」及び財務内容等関心事項等を参照 

イ 資産の有効活用 

保有する土地、建物等の利用実態や活用状況を業務実績報告書等で明らかにさせた上で、当該資

産が効率的に活用されているかどうかについての評価が行われているか。 

ウ 行政サービス実施コストの改善 

①人件費又は人員の削減 

人件費削減についての具体的な取組内容とその効果を業務実績報告書等で明らかにさせるととも

に、削減状況について財務諸表による経年比較等で実証的に検証した上で評価が行われているか。  

②給与水準の適切性 

法人の給与水準について、国家公務員の水準等との比較を行い、上回っている場合において、上回

っている理由を業務実績報告書等で明らかにさせるとともに、法人が主張する理由について、同種・

類似業務を行っている法人や組織等との比較を行う等、実証的に検証した上で、その水準の妥当性、

改善に向けた取組及びその効果等についての評価が行われているか。 

③ 市場化テストの導入 

各業務のコストを明らかにした上で、法人が直接行った方が低コストであることが明らかである場

合を除き、コスト削減等を図る観点から、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平

成18年法律第51号）に基づく市場化テストの導入を視野に入れた評価が行われているか。 

④ 随意契約の見直し 

「独立行政法人における随意契約の適正化について」（平成19年2月16日付け総務省行政管理局長

及び行政評価局長から各府省官房長あて事務連絡）に基づく、一般競争入札の導入・範囲拡大や契約

の見直し、契約に係る情報公開の実施状況についての評価が行われているか。 

⑤ 関連公益法人等の見直し 

ⅰ 法人の特定の業務を独占的に受託している関連公益法人や特定関連会社等について、法人と当該

関連公益法人等との関係を業務実績報告書等で具体的に明らかにさせた上で、業務委託の妥当性

等についての評価が行われているか。 

ⅱ 関連公益法人や特定関連会社等に対する出えん又は出資について、法人の政策目的等との関係を

業務実績報告書等で具体的に明らかにさせた上で、その必要性等についての評価が行われている

か。 

エ その他 

① 内部統制について、規程や体制の整備状況や運用状況等を業務実績報告書等で明らかにさせた上

で、内部統制の充実・強化についての評価が行われているか。 

② 目的積立金の計上につながるような経営努力の取組状況を業務実績報告書等で明らかにさせた上

で、その取組と成果についての評価が行われているか。 

③ 昨年、当委員会が当該法人の評価について当該府省の独立行政法人評価委員会に通知した意見に

従った評価が行われているか。 

また、当委員会が当該法人の事務・事業の見直しについて主務大臣に対して行った勧告の方向

性における指摘事項を踏まえた評価が行われているか。 
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（別紙５） 

 

独立行政法人日本学術振興会の業務実績に係る基本方針（抜粋） 

 

平 成 1 7 年 6 月 2 9 日 

文部科学省独立法人評価委員会 

科学技術・学術分科会日本学術振興部会 

（平成19年7月12日一部改正） 

（平成20年2月 4日一部改正） 

 

（略） 

２．評価の基本方針 

(1)数値目標に関する評価項目については、定量的な指針を用いて客観的な評定基準を設定することを基本

とする。定性的な目標に関する評価項目についても、定量的な指標を補完的に用いる等により、可能な

限り客観的な評定基準の設定に努める。なお、「学術研究においては独創性が重視されるとともに、萌

芽的な研究や長期間を経て波及効果が現れる研究等、評価が困難なものも多い。さらに、新しい原理や

法則の発見に至る過程においては、研究の過程そのものや時には失敗さえもが、その後の展開にとって

価値を有する場合がある。」（平成17年9月「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」）

ことから、振興会の学術研究に対する助成・支援等の事業に係る評価に当たっては、これらの特性を十

分に配慮する必要がある。 

(2)中期目標は必ずしも毎年度均一に達成されるわけでなく、また、長期的取り組みを要する事業など、短

期間で評価することが困難な項目もあることから、各事業年度終了時における評価基準は、比較的おお

まかなものとする。 

(3)振興会における評価システムの活用を図る等により、毎年度の評価作業が振興会及び研究者にとって過

度の負担とならないよう努める。 

(4)評価を確定していくに際しては、適切な方法により振興会からの説明・意見等を十分に聴取することに

特に留意する。 

(5)次年度以降の評価については、今年度の評価結果等を踏まえて、振興会の独自性や科学技術・学術分科

会における検討などを考慮しつつ、適時適切に見直しを行うものとする。 

 

３．評価の実施方法 

事業年度評価においては、中期計画に定められた各項目の毎事業年度の実施状況について、以下の評価を行

う。 

(1)事業年度評価 

(ｲ)評価項目 

中期計画の個々の事項ごとに、当該事業年度における中期計画の実施状況について段階的評定を行う。 

 

(ﾛ)各評価項目の評価基準 

①各評価項目の評価については、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆの５段階評価とする。 

Ｓ：特に優れた実績を上げている。（客観的基準は事前に設けない） 

Ａ：中期計画通り進んでいる、又は、中期計画を上回り、中期目標を十分に達成し得る可能性が

高いと判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が100％以上） 

Ｂ：中期計画通りに進んでいるとは言えない面もあるが、工夫若しくは努力によって、中期目標

を達成しうると判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が 70％以上 100％未

満） 

Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。（当該年

度に実施すべき中期計画の達成度が70％未満） 

Ｆ：評価委員会として業務改善の勧告を行う必要がある。（客観的基準は事前に設けない） 

②”Ｓ”又は”Ｆ”評価の項目は、法人による翌年度以降の事業計画の変更等につなげる必要がある。 

③中期計画の個々の事項とは、中期計画の各項目、あるいは類似の個別業務が複数の項目に分かれて
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いる場合には、これらを大ぐくり化した各単位をいう。 

④他法人との項目別評価の結果を比較するため、 

・業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置 

・国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するために取るべ

き措置 

など、大項目についても段階的評定を行う。 

 

(ﾊ)評価方法 

振興会から提出される業務実績報告書等を中期目標及び中期計画に照らして、おおむね以下の手

順に沿って、全体評価表、項目別評価等総表及び項目別評価表を作成することにより評価をとりまと

める。全体評価表及び項目別評価等総表は、「文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基

本方針」において定める様式とし、項目別評価表については各年度の事業年度評価に当たり、部会に

おいて定める様式とする。 

なお、評価に際しては、各事業年度における振興会の自己点検等の結果を参考にする。 

①振興会からの業務実績報告書等によるヒアリングの実施 

②各委員による評価案の作成 

③部会の合議による評価の実施 

また、以下のいずれかの方法により評価値（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆ）を決定した上で、各項目に記

載事項を付記する。また、必要に応じ評価項目毎に評価指標、評価要領等を作成する。 

①数値基準を設定して数値を目安にして決定するもの。 

②法人の自己評価及びその根拠を部会として確認、必要に応じて修正する。 

③非定量的要素を含む複数の要素を総合的に勘案した上で、部会としての評価をとりまとめ

る。 

なお、全体評価に当たっては、 各評価項目の評価結果を総括するものとして、 

①評価結果の総括 

②評価を通じて得られた法人の今後の課題（評価結果に至った原因分析について明確に記載 

また、独立行政法人の制度・運用上の隘路があれば、積極的に記載） 

③評価結果を踏まえ今後の法人が進むべき方向性 

④特記事項（総務省政策評価・独立行政法人評価委員会の２次評価や中期目標期間終了時の見

直し作業についての対応） 

について記述する。ただし、ランク付けはしない。 

(略) 
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（別紙６） 

 

効果的・効率的な独立行政法人評価の実現に向けて取るべき方策の基本方針（抜粋） 

 

平 成 1 9 年 1 2 月 1 9 日 

文部科学省独立法人評価委員会 

 

（略） 

○業務実績報告書等の早期作成及び委員等に対する日常的な情報提供 

・法人は、財務データも含め評価に必要な定量的データをその対象により、月ごと、重要な事業終了ごと、四

半期ごと等定期的に積み上げる。また、財務データ等を定期的に集計する中で特異なデータがあれば、その

原因分析を行う。これにより、法人は、年間を通じて評価関連事務の分散を図るとともに、業務実績報告書

等を作成する時期までに業務の進捗状況、成果、課題等を概ね把握するよう努め、財務データも含めた業務

実績報告書等の作成の迅速化を図り、部会等の評価作業開始までに確定させる。 

・部会等における評価作業が効果的・効率的に行われるためには、委員等が法人業務の状況を良く把握し、評

価の視点が明確になっていることが重要であることから、法人所管課（部会等の事務局）においては、部会

等の開催前に、委員等に対して必要な資料を早期に提示するとともに、法人においては、法人の業務に関す

る情報（研究成果、主なイベントの開催状況や成果等）を日常的に委員等に提供する。 

 

法人の努力にかかわらず、評価作業開始までに財務データ等を確定できない場合であっても、法人においては

上記の取組により財務状況や業務の状況、成果、課題等が把握されていることから、その時点での暫定的なデー

タと併用することで確度の高い評価を行うことが可能になると考えられる。 

なお、これらの暫定的なデータが確定後、必要に応じて部会等で評価を再検討し、適切な評価結果を決定する

こととする。 

 

○評価項目の適切な大ぐくり化 

・評定を行う項目については、関連する事業を一つの項目としたり、項目の階層構造の上位の項目のみの評定

とするなど、項目別評定に係る議論の効率化を図る。ただし、評価の網羅性の確保の観点から項目別評定の

対象となる一連の事業について、個々に評定を行わない場合も個別の精査が必要と考えられる場合には、こ

れを実施する。 

 

○自己評価結果の適切な活用 

・自らの判断により業務実績報告書に自己評価結果を反映させている法人や自己評価報告書を部会等に提出し

ている法人の評価の際には、評価作業の独立性の確保に十分留意しつつ、自己評価結果を適切に活用するこ

ととする。ただし、法人が自己評価に係る外部評価を実施する場合、それに時間を要することにより業務実

績報告書の作成作業が遅れることは避けるべきである。 

 

○国民の目線に立った骨太な評価の実施 

・部会等においては、国民の目線に立って、社会において当該法人が果たすべき役割を果たしているかとの観

点から評価を行う。その際、評価が「木を見て森を見ず」とならないよう、個別事業等の評価にとらわれす

ぎることなく骨太な評価を重視する。 

・社会情勢やこれまでの法人の評価結果等を踏まえ、法人の業務全体について評価を行う中で、重点的な評価

を行うべき項目を絞り込む。例えば、これまでの評価結果が良好であり、かつ経年で評価結果に大きな変動

がないと考えられる項目の評価は簡略化する。 

・評価に先立った評価方針（注）の検討については前年度中に行うなど、なるべく早期に行う。また、委員等

による事前書面審査を推進する。 

 

（注）上述した、重点的な評価を行うべき項目やヒアリングすべき事項の絞り込み、あるいは評価に必要なデー
タの明確化等の方針 
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（別紙７） 

 

平成19年度事業・第1期中期目標期間 自己点検評価・外部評価報告書（抜粋） 

 

平 成 2 0 年 7 月 2 日 

独立行政法人日本学術振興会 

外 部 評 価 委 員 会 

 

（略） 

 

第１期中期計画期間を終えて 

振興会は、国の施策の下、学術研究の振興を担う国内唯一の資金配分機関として、独創的・先駆的な研究を発

展させる「科学研究費」、世界トップクラスの若手研究者の養成・確保を図る「特別研究員」、諸外国の先端研

究機関との学術交流を促進するための「学術の国際交流」、さらには、大学・大学院改革として「グローバルＣ

ＯＥプログラム」などの支援策を総合的に推進している。 

これらの事業について、選考・審査体制の見直しを絶えず行い、審査の公正性・透明性の向上を図るとともに、

審査結果の申請者本人への開示や電子申請システムの導入などを実施して、申請者・支援対象者サービスの向上

に努めている。また、支援対象者への資金供給も円滑に実施しており、評価できる。 

加えて、特別研究員の大部分が採用期間終了後に常勤の研究者に就いていることなどにみられるように、それ

ぞれの事業の目的にかなった運営を行っている。その一方で、科学研究費の応募書類の電子化や大学教員等に対

する審査業務などの協力要請を通じて、一般管理費や事業費の削減に努めている。 

このように、多種多様かつ膨大な業務を、少ない常勤職員で効率的、効果的に業務を推進していることは、き

わめて高く評価できる。 

外部評価委員会としては、振興会の事業実績を検証した結果、平成１９年度計画並びに中期計画を十分に達成

したものと評価する。 

なお、「各事業にかかる外部評価」においては、６９に区分した事業の定性的指標による実績に対する評価と

して、総合的な評価が行われた。 

 

（http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_19a.pdf 参照） 
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（別紙８） 

 

中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について（抜粋） 

 

平 成 2 0 年 8 月 2 8 日 

文部科学省独立法人評価委員会 

 

1）評価結果の総括 

（1）科学研究費補助金の配分業務の大幅増加の中で、電子化等による合理化を図りつつ、審査・配分業務

を適切かつ効率的に実施してきた。特に、総合科学技術会議等の指摘を踏まえ、プログラムディレ

クター、プログラムオフィサーを配置した学術システム研究センターによる公正性・透明性ある審

査を推進するなど、我が国の競争的資金制度改革を先導したことは高く評価される。 

（2）第１期中期目標期間中に国から新たに委託された教育研究等に係る各種事業の審査業務、さらには若

手研究者の養成に資する制度や賞の創設など、法人としての機能を 大限に活用し、効率的・効果

的に事業を実施したことは評価できる。 

以上のとおり、第１期中期目標期間を通して、我が国の学術研究を支えるファンディングエージェンシ

ーとして、中期目標を達成していると評価できる。 

 

2）評価結果を通じて得られた法人の今後の課題 

（1）学術システム研究センターについては、法人における公平性・公正性ある効率的な審査体制の確立に

大きく貢献。他方、我が国、諸外国の学術振興方策や学術研究動向の分析を踏まえた政策提言等の

情報発信の取り組みの充実が課題。 

（2）科学研究費補助金事業については、他の競争的資金に先駆け様々な制度改革を率先し、公正性・透明

性が高くかつ効率的な審査・配分体制を確立。科学研究費補助金の国から日本学術振興会への配分

業務の移管が一部にとどまっている。引き続き制度改革に努めるとともに、研究成果の把握とわか

りやすい情報提供、新たに導入された研究費の不正使用等防止対策の着実な実施、研究費の効率的

使用のための配分機関としての取組強化が課題。 

（3）研究者支援事業については、事業の効果をより適切に検証するため、支援終了後の研究者の進路状況

等に関する調査の充実が課題。 

（4）学術国際交流事業については、共同研究等の事後評価にとどまらず、交流支援の成果、波及効果等に

ついての調査の充実とともに、支援メニュー・方向性を明確化することが課題。 

（5）法人としての広報活動については、年々充実が図られているが、今後は研究者向けだけでなく、一般

国民にとって魅力的かつわかりやすい広報が求められる。 

 

3）評価結果を踏まえ今後の法人が進むべき方向性 

（1）諸外国の学術振興方策や学術研究動向の調査・研究、情報発信機能を充実させるべく、学術システム

研究センターの体制・機能の強化に取り組むべきである。 

（2）科学研究費補助金事業は、我が国の学術研究の水準維持のために必要不可欠であり、国としても今後

一層の拡充に努めるとともに、執行事務の日本学術振興会への移管を引き続き進めるべきである。

また、事業運営においては、競争的資金制度改革の率先、研究成果の把握とわかりやすい情報発信

による投資効果の国民への説明とともに、引き続き研究費の不正使用等防止対策の着実な実施や研

究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努めるべきである。 

（3）若手研究者支援の観点から、特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、研究者への支援の効果

の適切な検証等により、研究者のニーズにあった制度改善を進めるべきである。 

（4）学術国際交流事業については、成果の把握・公開や事業の効果の検証を充実させることが必要。あわ

せて、内外の学術研究機関における国際化動向等を踏まえ、日本学術振興会としての効果的な国際

交流支援や海外研究連絡センター等のあり方を盛り込んだ「戦略」を検討することも一案と考える。 

（5）広報活動については、法人の活動状況や調査・研究の成果について、研究者さらには国民への理解増

進の観点から、一層の努力が必要である。 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/d_kekka/main10_a11.htm#nendo 参照） 
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（別紙９） 

 

「独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について」 

における指摘事項を踏まえた見直し案 

 

平成18年12月15日 

文 部 科 学 省 

 

「勧告の方向性」を踏まえ、次期中期目標においては、以下の事項を掲げることにより、事務及び事業の改

善を図る。なお、この見直しの考え方に従い、平成20年3月までの間に、研究者の自由な発想に基づく多様な

分野の学術研究を支援することを使命とする、我が国の学術振興を担う唯一の機関として、①学術研究の助成、

②若手研究者の養成、③学術に関する国際交流の促進のための事業を核とし、真に担うべき諸事業に特化・重

点化するとの考え方に立って、具体的な検討を行い、次期中期目標・中期計画を策定する段階で具体的なもの

にすることとする。 

 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 学術研究の助成（科学研究費補助金）に係る業務の見直し 

科学研究費補助金については、競争的資金全体のマネジメントの一環として、不合理な重複及び過度

の集中の排除並びに不正使用及び不正受給の防止対策を強化することとする。このため、以下の見直し

を行う。 

①「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について（共通的な指針）」（平成18年8月31日総合科

学技術会議）等に沿って、科学研究費補助金の応募段階から重複応募等をシステム的にチェックする

とともに、実際の審査の場において、研究計画調書に記載された他の研究費助成制度への応募・採択

状況を確認することとする。なお、平成19年度に使用開始予定の「府省共通研究開発管理システム」

を活用する。 

②また、競争的資金の中で も早い時点（4月）に採否が決定される科学研究費補助金の審査結果を、他

の競争的資金の配分機関に対し迅速に提供することとする。 

③さらに、交付した科学研究費補助金が交付対象研究者の所属する大学等において適正に管理されるよ

う、科学研究費補助金の応募時に、検収体制の整備やその状況の報告を義務づけるなど、当該大学等

における機関管理や監査を徹底させるとともに、日本学術振興会における監査を充実することとする。 

 

２ 特別研究員事業等の重点化等 

特別研究員事業等については、事業の重点化等の観点から、以下の措置を講ずることとする。 

①特別研究員事業の対象を大学院博士課程在籍者に重点化する（平成19年度）。 

②特別研究員（21世紀COEプログラム）について、各拠点の時限の到来に伴い順次廃止し、より重点化さ

れた拠点への支援に縮小する（平成19年度）。 

③特別研究員に対する研究奨励金については､独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を

組織的に防止する仕組みを構築する（平成19年度）。 

 

３ 学術に関する国際交流の促進のための事業の重点化 

学術に関する国際交流事業を促進する事業については、事業の重点化の観点から、以下の措置を講ず

ることとする。 

①日本人の若手研究者に海外での研鑽機会を付与する事業に重点をおくこととし､外国人特別研究員事

業の規模を縮小する（平成19年度）。 

②外国との研究交流を目的とする拠点大学交流事業については、日本学術振興会が経費の全額を負担し

ているが､平成19年度から23年度までの間にこれを段階的に廃止し、公募により相手国に対等な負担を

求める方式による事業へと転換する。 

 

４ 人文・社会科学振興プロジェクト研究事業の段階的廃止 

人文・社会科学振興プロジェクト研究事業については、所期の目的が達成されたため、平成19年度か
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ら20年度までの間に段階的に廃止することとする。 

第２ 他の法人との更なる連携の強化等 

日本学術振興会の事務及び事業と独立行政法人科学技術振興機構の事務及び事業については、文部科学

省の政策目標である「科学技術の戦略的重点化」、「優れた成果を創出する研究開発環境を構築するシス

テム改革」、「科学技術と社会の新しい関係の構築を目指したシステム改革」等の達成に効果的かつ効率

的に貢献する観点から、第３期科学技術基本計画において「研究者の自由な発想に基づく研究」と「政策

に基づき将来の応用を目指す基礎研究」をそれぞれの意義を踏まえて推進することとされているとおり、

言わば科学技術・学術政策上の「車の両輪」として異なった側面から日本の科学技術振興を担っていると

いうことを十分に認識した上で、今後も、両法人が、それぞれの設立趣旨・目的に沿った活動を行い、事

業が重複することのないよう配慮しつつ、更に連携を強化していくこととする。 

また、両法人の海外事務所については、それぞれの機能に着目しつつ、効率的な運営の観点から、ワシ

ントン事務所について、共同設置・運用とすることとする。 

 

第３ その他の業務全般に関する見直し 

上記第1及び第2に加え、業務全般について以下の取組を行うものとする。 

 

１ 中期目標等における業務の重点化や効率化に向けた取組の明確化等 

適切な評価や国民の理解に資する観点から、次期中期目標等において、国の政策目標における日本学

術振興会の任務の位置付け、国・民間等との役割分担など、日本学術振興会が担う任務・役割を明確に

することとし、その任務・役割との関係を踏まえた業務の重点化や効率化の方針を具体的に明記するこ

ととする。 

その際、目標達成度の厳格かつ客観的な評価に資するよう、達成すべき内容や水準等を可能な限り具

体的かつ定量的に示すこととする。 

また、事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、その結果を事業選択や業務運営の効

率化に反映させること等により見直しの実効性を確保するとともに、日本学術振興会の財務内容等の一

層の透明性を確保する観点から、決算情報・セグメント情報の公表の充実等を図ることとする。 

２ 効率化目標の設定及び総人件費改革 

一般管理費及び事業費に係る効率化目標について、現行の中期目標と同程度以上の水準の目標を具体

的に示すこととし、業務の質の向上についても客観的かつ具体的な目標を示すことにより、一層質が高

く効率的な業務運営を目指すこととする。その際、総人件費については、簡素で効率的な政府を実現す

るための行政改革の推進に関する法律（平成18年法律第47号）等に基づき、５年間で５％以上を基本と

する削減を着実に実施することとし、役職員の給与に関し国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直し

を促進する。 

 

３ 随意契約の見直し 

業務の実施に当たり委託等を行う場合には、国における見直しの取組（「公共調達の適正化について」

（平成18年8月25日付け財計第2017号。財務大臣から各省各庁の長あて。））等を踏まえ、契約の在り方

の見直しなど不断の見直しを行い、一般競争入札の導入・範囲拡大や契約の見直し等を通じた業務運営

の一層の効率化を図ることとする。 

 

４ 資産の有効活用等に係る見直し 

日本学術振興会が会議所、研修施設、分室等の施設を保有する場合には、自己収入の増加を図る等の

観点から、売却や一般利用への開放、関連する諸権利の有効活用等により、土地・建物等を効率的に活

用することとする。 
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（別紙１０） 

 

独立行政法人整理合理化計画（抜粋） 

 

平成19年12月24日 

閣 議 決 定 

 

（略） 

Ⅲ．独立行政法人の見直しに関し講ずべき横断的措置 

１．独立行政法人の効率化に関する措置 

(1) 随意契約の見直し 

① 独立行政法人の契約は、原則として一般競争入札等（競争入札及び企画競争・公募をいい、競争性の

ない随意契約は含まない。以下同じ。）によることとし、各独立行政法人は、随意契約によることが

できる限度額等の基準について、国と同額の基準に設定するよう本年度中に措置する。 

② 各法人が策定する随意契約見直し計画において、独立行政法人全体で、平成18年度に締結した競争性

のない随意契約１兆円のうち、約７割（0.7兆円）を一般競争入札等に移行することとしており、こ

れらを着実に実施することにより、競争性のない随意契約の比率を国並みに引き下げる。 

③ 各独立行政法人は、契約が一般競争入札等による場合であっても、特に企画競争、公募を行う場合に

は、真に競争性、透明性が確保される方法により実施する。 

④ 随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施について、監事及び会計監査人によ

る監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳正にチェックする。 

⑤ 各独立行政法人は、随意契約見直し計画を踏まえた取組状況をウェブサイトに公表し、フォローアッ

プを実施する。 

⑥ 総務省は、独立行政法人における随意契約見直しの取組状況を取りまとめ、公表する。 

 

(2) 保有資産の見直し 

① 各独立行政法人は、基本方針及び専門調査会の議論等を踏まえ、保有する合理的理由が認められない

土地・建物等の実物資産の売却、国庫返納等を着実に推進し、適切な形で財政貢献を行う。このため、

所要の条件整備を行う。 

② 各独立行政法人は、上記の売却等対象資産以外の実物資産についても、引き続き、資産の利用度等の

ほか、本来業務に支障のない範囲での有効利用可能性の多寡、効果的な処分、経済合理性といった観

点に沿って、その保有の必要性について不断に見直しを実施する。その際、継続する事務・事業に当

該資産が必要と判断される場合であっても、証券化等による資産圧縮について検討する。 

③ 各独立行政法人は、不要となった金融資産の売却やそれに伴う積立金の国庫返納を行うとともに、既

存貸付金の売却・証券化の検討・促進や不良化している貸付けの早期処分等により金融債権について

圧縮の方向で見直しを行う。また、金融資産の運用については、運用の効率性の向上に向けて、運用

体制の確立と運用方針の明確化を図る。 

④ 保有資産の見直しの状況については、監事による監査、評価委員会による事後評価において、それぞ

れ適切にチェックする。 

 

(3) 官民競争入札等の積極的な適用 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号）に基づく官民競争入札等

の積極的な導入を推進し、独立行政法人の提供する財・サービスの質の維持・向上と経費削減を図る。 

 

(4) 給与水準の適正化等 

① 独立行政法人の役員の報酬及び職員の給与等について、独立行政法人が公的主体と位置付けられるこ

とや財政支出を受けていることも踏まえ、以下の点について対応する。 

ア 各独立行政法人は、人件費総額について、行政改革推進法の規定に沿って着実に削減に取り組む

こと。 

イ 主務大臣は、国家公務員と比べて給与水準の高い法人に対して、その水準が高い理由及び講ずる
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措置について公表し、国民に対して納得が得られる説明を行うとともに、社会的に理解が得られ

る水準とするよう要請すること。 

ウ 主務大臣は、国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法人に対して、給与水準が適切

なものかどうかを検証の上、十分な説明責任を果たすものとし、国民の理解が得られないものに

ついては、水準そのものの見直し等適切に対応するよう要請すること。 

エ 主務大臣は、各独立行政法人に対して、独立行政法人の長の報酬を各府省事務次官の給与の範囲

内とするよう要請すること。 

オ 各独立行政法人の長を除く理事及び監事等の報酬について、個人情報保護にも留意しつつ、法人

の長と同様に、個別の額を公表すること。 

② 各独立行政法人は、能力・実績主義の活用により、役員の報酬及び職員の給与等にその業績及び勤務

成績等を一層反映させる。特に、役員については、当該役員の各期の業績が適切に報酬額に反映され

ることが必要である。 

③ 給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の観点から、監事による監査、

評価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチェックする。 

 

２．独立行政法人の自律化に関する措置 

(1) 内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備 

① 業務遂行体制の在り方 

ア 各独立行政法人は、役職員に対して、目標管理の導入等により適切な人事評価を行うとともに、

その業績及び勤務成績等を給与・退職金等に一層反映させることにより業務遂行へのインセンティ

ブを向上させる。また、主務大臣は各独立行政法人の長について、また、各独立行政法人の長は当

該法人の役員について、職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、

当該役員に引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるときは解任事由となり得ることを

再確認する。 

イ 各独立行政法人は、民間企業における内部統制制度の導入を踏まえ、独立行政法人における役職

員の職務執行の在り方をはじめとする内部統制について、会計監査人等の指導を得つつ、向上を図

るものとし、講じた措置について積極的に公表する。 

ウ 独立行政法人における監事の在り方を含めた内部統制の在り方について、第三者の専門的知見も

活用し、検討を行う。 

エ 特定独立行政法人以外の独立行政法人は、特定独立行政法人に準じ、その職員の勤務時間その他

の勤務条件を公表するよう努める。 

オ 各独立行政法人は、その業務・マネジメントに関し国民の意見募集を行い、業務運営に適切に反

映させる。 

カ 独立行政法人の長の任命について、内閣の一元的関与を強化するとともに、監事及び評価委員会

の委員の任命についても内閣の一元的関与を図ることを速やかに実施する。 

② 関連法人等との人・資金の流れの在り方 

ア 国から独立行政法人への再就職については、従来の総量規制（長の1/2、役員の1/2）は達成され

たところであるが、引き続き、その在り方を検証する。 

イ また、独立行政法人から関連法人等への再就職についても、いわゆる官製談合問題などの問題が

露呈したことから、その在り方を検証する。 

ウ 独立行政法人の長等の役員については、公募制の積極的活用等により、適材適所の人材登用を徹

底する。 

エ 各独立行政法人は、独立行政法人と関連法人との間における人と資金の流れについて、透明性を

確保するため、独立行政法人から関連法人への再就職の状況及び独立行政法人と関連法人との間

の補助･取引等の状況について、一体としての情報開示を実施する。総務省は、各法人の情報公開

状況を総覧可能な状況に置くものとする。 

オ 各独立行政法人は、関連法人への再就職に関連して不適正な契約の発生等がある場合には、その

責任において、人と資金の流れについて適正化を図る。 

カ 随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、情報開示の状況について、監事及び会計監査人に

よる監査で厳格にチェックするとともに、評価委員会において事後評価を行う。 
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③ 管理会計の活用及び情報開示の在り方 

ア 各独立行政法人は、管理会計の活用により、事務・事業別、部門別といった単位における費用を

明確にしつつ、費用対効果の分析を適切に行うこと等により、経営の効率化を図る。 

イ 各独立行政法人は、業務内容等に応じた適切な区分に基づくセグメント情報の開示を徹底する。 

ウ 総務省は、事業報告書について、主要な損益の発生要因等を明らかにするなど、独立行政法人の

運営状況等について国民に分かりやすい形での情報開示を行うため、標準的な様式を定める。 

④ 監事監査等の在り方 

ア 主務大臣は、監事の機能を強化するため、在任期間の延長を検討するほか、責任の明確化の観点

から、決算関連業務を考慮した任命を行う。また、規模の小さい法人の負担等を考慮する必要は

あるものの、常勤監事を置くよう努める。その際、マネジメントの肥大化を招くことのないよう、

配慮すべきである。 

イ 監事の独立性、専門性強化の観点から、その任命について内閣の一元的関与を図る。 

ウ 各独立行政法人の監事は、随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、給与水準の状況、内部

統制の状況及び情報開示の状況について、監査で厳格にチェックする。また、このために必要な

監査体制を適切に整備する。 

エ 各独立行政法人の監事は、相互間の情報交換・連携を強化する。 

オ 評価委員会は、監事による監査の状況を踏まえ、連携して評価に当たる。 

カ 監事の在り方を含めた内部統制の在り方について、第三者の専門的知見も活用し、検討を行う。 

⑤ 外部監査の在り方 

ア 会計監査人は、随意契約の適正化を含めた入札・契約状況及び内部統制の状況について、独立行

政法人の財務諸表等について行う監査の中で厳格にチェックする。 

イ 主務大臣は、会計監査人の独立性の確保のため、選任の透明性を確保するとともに、その責任を

明確化する。 

⑥ 事後評価の在り方 

ア 主務大臣は、中期目標について、その達成度を厳格かつ客観的に評価するため、法人の業務の全

般にわたり可能な限り網羅的かつ定量的な指標を設定するなど、法人が達成すべき内容や水準を

明確化及び具体化する。また、中期目標の達成状況等に応じて、当期又は次期の中期目標の内容

や期間について必要に応じ柔軟に検討する。 

イ 評価委員会は、関連法人を有する独立行政法人について、連結財務諸表、個別財務諸表等の情報

を関連法人に関するものを含めて的確に把握した上で評価を実施する。 

ウ 評価委員会の評価については、評定区分を統一する。その上で、評価基準の統一を検討する。 

エ 評価委員会は、独立行政法人の評価の際、業務・マネジメント等に係る国民の意見募集を行い、

その評価に適切に反映させる。 

オ 各独立行政法人は、評価結果を役職員の給与・退職金等の水準、そのマネジメント体制等に反映

させる。 

カ 現行の各府省ごとの評価体制について、内閣全体として一元的な評価機関により評価する仕組み

に改めるとともに、各独立行政法人の長及び監事の人事について、評価機関が評価結果を反映さ

せて関与する仕組みとする方向で早急に検討を進め、平成20 年のできるだけ早期に結論を得る。 

⑦ 情報開示の在り方 

ア 独立行政法人に関する情報開示については、国民の理解が得られるよう、分かりやすく説明する

意識を徹底する。 

イ 国民の情報へのアクセスの円滑化のため、例えば、財務諸表上のデータについて一覧性ある形で

情報開示するほか、独立行政法人のウェブサイトにおける情報へのアクセスを容易化する。 

ウ 独立行政法人の業務及びマネジメントに係るベストプラクティスを公表する。 

 

(2) 国から独立行政法人への財政支出 

国から独立行政法人への財政支出は、3.5兆円（平成19 年度当初予算ベース）であるが、事務・事業の

見直し、随意契約の見直し等による費用削減を図ることはもとより、寄附金募集の拡大に向けた取組の強

化など、自己収入の増大に向けた取組を推進することを通じて、中期的には国への財政依存度を下げるこ

とを目指す。 
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Ⅳ．その他 

１．今後の課題 

Ⅱ及びⅢで継続検討とされた課題については、原則として１年以内に結論を得るよう努める。 

 

２．整理合理化計画の実施 

(1) Ⅱ及びⅢで取り組むこととされた事項について、原則として平成22年度末までに措置する。 

(2) 各独立行政法人の取組状況について、評価委員会等関連会議におけるそれぞれの活動の中でフォローア

ップを実施する。 

また、全体の取組状況について、関係府省の協力を得て有識者会議によるフォローアップを実施する。 

 

３．雇用問題への対処 

独立行政法人の廃止（大幅な職員数の削減を伴う事務・事業の廃止を含む。）等に伴う職員の雇用問題に

ついて、以下のとおり対処する。 

(1) 廃止等を行う独立行政法人における労使協議及び独立行政法人にまたがる労使の団体間における個々

の法人の労使の独立性・自立性を尊重した協議を進めること。 

(2) 他の独立行政法人（特に同一の主務大臣の所管に係る法人）及び政府関係機関等における受入れ措置等

により、横断的な雇用確保に努力すること。 

(3) 廃止等を行う独立行政法人の職員の受入れに協力する独立行政法人等について、行政改革推進法に規定

する人件費一律削減措置の適用関係を整理すること。 

 

４．その他 

以上のほか、独立行政法人の整理合理化に関し、会計検査院の決算検査報告、研究開発を担う独立行政法

人に係る総合科学技術会議の方針等において指摘等された事項について、引き続き、所要の施策の検討を進

める。 

 

（別表）各独立行政法人について講ずべき措置（独立行政法人日本学術振興会） 

【学術研究の助成（科学研究費補助金）等助成事業】 

○助成を行った研究課題について、大型の課題に対する追跡調査等成果把握の仕組み、成果公開・普及の

仕組みを平成19年度末までに構築する。 

○競争的資金の不合理な重複、過度の集中、不正使用及び不正受給を防止するため、具体の取組や組織体

制の整備を含めた仕組みを平成19年度末までに構築するものとする。また、平成20年１月から稼働する

予定の府省共通研究開発管理システムを活用する。 

○審査・配分に係る業務の人員・体制について、競争的資金の制度・目的に応じた効率化の取組を引き続

き進める。 

○審査・評価業務の効率化を図り、応募者及び審査者双方の利便性の向上を図るため、応募手続及び審査

業務を完全電子化する。 

○平成20年度応募分から、「研究機関の公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく体

制整備等の状況報告書」の提出を応募要件とする。 

 

【研究者養成のための資金の支給】 

○特別研究員（21世紀COEプログラム）については、順次廃止し、より重点化された拠点への支援に重点化

する。 

○特別研究員事業の対象を大学院博士課程在学者（DC）の支援に重点化する。また、大学等の研究に関す

る人材養成を促進するため、海外特別研究員事業と海外での研さん機会を付与する事業を一体的に実施

し、その効果が 大限発揮できるよう事業を重点化する。 

 

【学術の国際交流事業の促進事業】 

○日本人の若手研究者に海外での研さん機会を付与する事業に重点を置くため、外国人特別研究員事業の

規模を縮小し、効果的に研究者養成が実施できるよう見直しを行う。 

○外国との研究交流を目的とする拠点大学交流事業については、日本学術振興会が経費を全額負担してい
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るが、国の財政依存度を引き下げるため、平成23年度までの間に段階的に廃止し、公募により相手方に

対等な負担を求める方式による事業へと転換する。また、効率的かつ効果的な業務運営の観点から、事

業開始から長期間経過した事業や応募件数の少ない小規模事業については、費用対効果の検証を行うな

ど不断の見直しを行う。 

 

【支部・事業所等の見直し】 

○海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、効率的な業務運営の観点から、独立行政法人

評価委員会による評価等を踏まえながら、活動状況の検証に努め、廃止等見直しを検討する。 

 

【業務運営体制の整備】 

○複数の評定者による客観的な勤務評定による職員の処遇への反映について、平成20年度より本格的に実

施する。 

○「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）において削減対象とされた人件費については、

平成22年度までに平成17年度予算の人件費と比較し、５％以上削減する。また、業務の効率化の観点か

ら、業務委託を積極的に推進する。 

 

【随意契約の見直し】 

○平成20年１月１日より、国の随意契約の基準を全面的に実施する。 
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独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二十九条の規定により、独立行政法人

日本学術振興会が達成すべき業務運営の目標（以下「中期目標」という。）を定める。 

 

第一 独立行政法人日本学術振興会の果たすべき役割 

 学術研究は、大学等の研究者を担い手として行われる、真理の探究や新しい知識の体系

化などの普遍的な知的創造活動であり、人類共通の優れた知的資産の創出を通じて世界に

知的貢献をしていくことが重要である。研究者の自由な発想と研究意欲を源泉として新た

な知を生み出す学術研究の役割は極めて大きく、その多様かつ幅広い振興が不可欠であり、

学術研究を通じて、世界共通の課題に協働して取組み、世界の発展に貢献していくことも

必要である。 

  独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）は、学術の振興を目的とする

我が国唯一の独立した資金配分機関（ファンディングエージェンシー）として、科学技術

基本計画など国の学術振興策を踏まえつつ、研究者の活動を安定的・継続的に支援するた

め、学術研究への助成、研究者の養成、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関す

る研究とともに、国内外の学術研究動向や諸外国の学術振興方策に関する調査・研究など

を総合的に行う。その結果、我が国の学術研究が振興し、学術研究水準の維持・向上が図

られ、国際競争力のある世界から尊敬される知的存在感のある国として、持続的に発展し

ていくことが可能となる。 

  このような役割を果たすため、振興会の中期目標は、以下のとおりとする。 

 

第二 中期目標の期間 

振興会が実施する学術振興事業は、研究助成や研究者養成など長期的な視点に立って推進

すべきものが多いことから、中期目標の期間は、平成２０年４月から平成２５年３月までの

５年間とする。 

 

第三 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 総合的事項 

（１）学術研究及びその振興を目的とする振興会事業の特性に配慮し、以下の諸点に留意し

つつ事業を推進し、研究者が最適な環境の中で研究に専念できるよう支援することを基

本とする。 

① 学術研究の成果は、人類社会共通の知的資産として文化的価値を形成するものであ

り、人文・社会科学から自然科学まで、学問領域を限定せず、分野の性格に応じた適

切な支援方法により、幅広くバランスをとって振興する必要がある。そのため、学術

研究を実際に行う研究者の意見を取り入れ、研究者コミュニティの信頼を得つつ、事

業を推進することが不可欠である。      

    特に、実用化を直接的に目指さない基礎的な研究への支援や、将来の学術研究を担

う優秀な研究者の養成について十分配慮する必要がある。 

② 学術研究の発展性については無限の可能性があることから、中長期的視点を加えた

継続的かつ着実な支援に努めるとともに、このような視点に立った評価を行うことが

必要である。 
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③ 事業の実施に当たっては、関連する事業を実施している機関との適切な連携・協力

関係を構築する。その際、大学等において実施される学術研究に密接に関わる事業の

特性に十分配慮する。 

 

（２）業務運営上の重要事項に関する評議員会の審議及び意見も踏まえ、適切に事業を実施

する。 

 

（３）学術研究に対する高い識見を持つ研究者の意見を反映させることにより、業務運営の

改善を図り、効果的に成果が上がるよう事業を展開する。 

 

（４）研究経験を有する第一線級の研究者を配置し、事業の実施に必要な調査・研究機能や

審査・評価業務に係る機能を充実・強化する。 

 

（５）自己点検や外部評価を実施し、その結果を踏まえて業務運営の改善等を図る。 

 

（６）研究者の負担の軽減等、業務運営を適切に実施するために必要な情報システムを整備

する。 

 

（７）助成・支援事業の実施においては、研究費の不合理な重複及び過度の集中の排除並び

に研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策を強化する。 

また、研究者が所属する研究機関が研究費を適切に管理することなどにより、適正な

執行等が図られるようにする。 

 

（８）適切な業務運営を図るため、内部統制を充実させる。 

 

２ 学術研究の助成 

  人文科学、社会科学、自然科学の各学問分野の学術研究に対する幅広い助成を行うこと

により、我が国の大学等の研究基盤の充実及び創造的で優れた学術研究の格段の発展に寄

与する。 

  その際、独創的な基礎的研究から将来の学問及び社会の発展に寄与する可能性を秘める

種が芽吹くのを促し、重厚な知的蓄積が図られるよう助成の在り方について不断の検討を

行う。 

  研究費の配分業務については、国の事業としての一体性を確保しつつ、適正かつ効果的

に、確実に実施する。 

   審査・評価については、それぞれの研究種目に応じて、中長期的観点や国際的な観点も

考慮して適切に行う。研究経験を有する者をプログラム管理者として配置し、その知見を

活用しながら、審査・評価の改善策の検討、審査委員の公正な選考、研究者への情報提供

等を行う。 

   応募書類の受理から採否決定までの審査は迅速に行い、早期交付に努めることとし、府

省共通研究開発管理システムを活用し、審査結果を他の競争的資金の配分機関に対し迅速
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に提供する。また、評価結果については、国民に分かりやすい形で公表するとともに、学

術研究に関する理解増進活動を行う。 

  

３ 研究者の養成 

自立して研究を行い得る段階に達し、研究能力が高まる時期にある若手研究者に対して、

目的や対象者層等に応じた多様な方法により、研究を奨励するための資金を支給する支援

事業を推進することにより、優秀な学術の研究者を養成する。 

   なお、各種事業の実施に当たっては、研究者の自立性向上を図るとともに、一定の競争

環境を維持しつつ、分野の特性を踏まえ、計画的・継続的に優れた研究者を養成・確保す

ることを重視する。その際、研究者養成の重要な時期である大学院博士課程（後期）へ優

秀な人材が経済的不安なく進学できるようにするための博士課程（後期）学生への支援、

女性研究者が研究と出産・育児を両立するための支援、若手研究者の海外での長期研究の

奨励、研鑽の機会の充実に配慮する。 

  また、各種事業における支援対象者の選考審査に関し、審査の独立性、透明性、公平性

を確保し、目的や対象者層等に応じた優れた研究者を的確に見極め、厳正に選考を行う。 

 

４ 学術に関する国際交流の促進 

海外の学術振興機関等との共同研究、研究者交流、セミナー・シンポジウムの開

催等多様な国際交流の支援、及び優秀な外国人研究者の招へいを通じて、学術研究

活動のグローバルな展開への対応、国内外の優秀な研究者が集まる世界水準の研究

環境の構築による我が国の学術研究の国際競争力の強化、開発途上国の研究者養成

等に貢献する。 

 その際、欧米等学術先進諸国との交流については、とりわけ厳しい国際競争下に

ある先端研究分野における研究交流を支援することにより、若手研究者の育成や、

優秀な研究者ネットワークの形成を図る。 

また、開発途上国との交流については、特に、振興会が長年培ってきた、アジア

地域の学術研究ネットワークを活用し、効果的・効率的にアジア地域における学術

コミュニティの形成を主導するとともに、その他の地域との交流について、学術国

際交流の必要性を踏まえ、促進する。 

さらに、研究環境の国際化に資する外国人研究者の招へいにあたっては、より効

果的・効率的に優秀な人材を受入れるための方策を検討し、実施する。 

加えて、学術研究活動のグローバルな展開に対応するため、大学の国際展開を支

援する。 

 

５ 学術の応用に関する研究の実施 

  様々な学術的・社会的要請に応えるとともに、我が国の学術及び社会の発展や社会的問

題の解決につながるような学術研究を行う。 

 

６ 学術の社会的連携・協力の推進 

  大学等の研究者と産業界の研究者等がそれぞれの発意に基づいた相互のインターフェ
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イス機能の充実を図るため、情報交換など研究交流を促進する。 

 

７ 国の助成事業に関する審査・評価の実施 

  国の助成事業の審査・評価については、国の定めた制度・方針に従って、審査・評価に

おける公正さ、透明性、信頼性、継続性を確保しつつ、実効性のある評価を実施する。 

 

８ 調査・研究の実施 

  学術の振興を図るための各種事業を中長期的観点に立って効果的に展開するため、研究

経歴を有する職員等により、国内外における学術振興施策の現状や学術研究の動向等の調

査研究を行い、公表する。 

また、その結果については、事業実施や新たな事業の企画・立案に活かす。 

 

９ 広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用 

  振興会の活動状況及び調査・研究の成果を積極的に情報発信することによって、国内外

の研究者、国民との相互理解を図り、社会との効果的な関係を構築するため、広報の体制

を強化する。 

また、調査・研究の成果については、事業の企画立案等に的確に活かすとともに、ホー

ムページへの掲載や出版等により、研究者をはじめ社会に積極的に提供し、広く普及させ

る。 

 

１０ 前各号に附帯する業務 

学術研究を行う研究者に対する各種の支援など、前各号に附帯する業務を適切に実施す

る。 

 

第四 業務運営の効率化に関する事項 

国の定めた法令等を遵守し、事業に対する研究者及び国民の信頼性を維持しつつ実施し得

る機能的・効率的な体制整備や業務運営の見直しを図り、経費の効率的執行を推進する。 

 法人の行う業務については、既存事業の徹底した見直し等により、効率化を進める。その

際、国の基準を踏まえた随意契約の見直しや業務委託の積極的な取組を行う。 

なお、効率化に際しては、長期的視点に立って推進すべき学術研究を担う振興会の事業の

特性に鑑み事業の継続性に十分留意する。 

 一般管理費（人件費を含む。）に関しては、中期目標期間中の初年度と比して年率３％以

上の効率化に努めることとし、その他の事業費（競争的資金等を除く。）については、中期

目標期間中、毎事業年度、対前年度比１％以上の業務の効率化を図る。また、寄付金事業等

についても業務の効率化を図る。  

 人件費については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

（平成18 年法律第 47 号）等を踏まえ、平成18年度以降の５年間で、平成 17年度を基準と

して 5％以上を基本とする削減を引き続き着実に実施する。さらに、経済財政運営と構造改

革に関する基本方針2006（平成 18年 7月 7日閣議決定）に基づき、国家公務員の取組を踏

まえ、人件費改革を平成 23年度まで継続する。 
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 また、職員の能力と実績を適正かつ厳格に評価し、その結果を処遇に反映させるとともに、

適材適所の人事配置とし、職員の能力の向上を図る。 

 

第五 財務内容の改善に関する事項 

 寄付金等の外部資金や自己収入の確保、予算の効率的な執行に努め、適正な財務管理の実

現を図る。 

 

第六 その他業務運営に関する重要事項 

 施設・設備の整備については、長期的視点に立って推進する。 
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独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十条の規定により、独立行政法人日

本学術振興会（以下、「振興会」という。）が中期目標を達成するための中期計画を次のと

おり定める。 

 

第一 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

 

１ 総合的事項 

（１）学術研究を推進する研究者が最適な環境の中で研究に専念できるよう支援するため、

研究の手法や規模、必要とする資金など研究分野ごとに異なる特性に応じた支援方法、

中長期的視点からの配慮、研究者の意見を取り入れる制度運営等を勘案しつつ、事業

を進める。 

また、各事業の実施に当たっては、関連する事業を実施している機関との適切な連

携・協力関係を構築する。その際、我が国の学術研究の振興を図る観点から、大学等

において実施される学術研究に密接に関わる事業の特性に配慮しつつ、事業を行う。 

 

（２）業務運営に関する重要事項を諮問するための評議員会については、各界・各層から

の学識経験者で構成し、定期的に開催する。事業実施に当たっては、評議員会での幅

広く高い識見に基づく審議及び意見を参考とする。 

 

（３）業務運営に関し専門的見地から幅広い助言を求める学術顧問会議については、学界

を代表する有識者６名以上で構成し、定期的に開催する。事業実施に当たっては、効

果的に成果が上がるよう、高い識見を持つ研究者の意見を的確に反映させる。 

 

（４）学術システム研究センターに研究経験を有する第一線級の研究者を配置する。セン

ターは、学術振興策や学術動向に関する調査・研究、事業における審査・評価業務、

業務全般に対する提案・助言等を行う。 

 

（５）自己点検については、事業実施に関係する研究者等の意見を参考に、毎年度事業ご

とに実施し、事業の改善・見直し等を行う。 

また、外部評価として、複数の学界や産業界などを代表する有識者に評価委員を依

頼することにより体制を整備し、毎年度、管理運営や各事業の実施状況等について、

効率及び効果の両面から評価を行い、その結果をホームページ等国民に判りやすい形

で公表するとともに、その指摘を業務運営の改善等に的確に反映させる。 

 

（６）研究者等に有用な制度改善や事業を適切に実施する上で必要となる情報システムの

整備を促進する。 

① 公募事業における電子化の推進 

公募事業の応募手続き及び審査業務については、「電子申請システム」を整備し、

完全電子化に取り組む。完全電子化にあたっては、府省共通研究開発管理システム
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との連携を図りつつ、積極的に推進する。 

なお、両システムに共通する機能については、業務効率化の観点から十分な検証

を行い、重複開発を行わないように調整を図る。ただし、応募書類の簡素化が困難

である場合など、電子化による費用対効果が見込めない公募事業については、電子

システムの最適化に留意しつつ、柔軟に対応する。 

（ⅰ）科学研究費補助金事業 

科学研究費補助金事業については、応募手続き・審査業務の完全電子化に向け

た取組を行う。なお、文部科学省からの研究種目の移管や制度改善に伴い見直し

が必要な場合には、随時開発を実施する。 

（ⅱ）特別研究員事業 

特別研究員事業については、申請書等の電子化に向けた取組を行う。なお、推

薦書等の第三者による認証が必要な調書については、なりすまし・改ざんの防止

対策が不可欠であり、提出書類の信頼性を確保した上で、応募手続き・審査業務

の完全電子化に向けた取組を行う。 

また、海外特別研究員事業の応募書類の電子化については、海外からの応募に

も対応する必要があるため、提出書類の信頼性が確保できるかを検討した上で、

随時開発を行う。 

（ⅲ）学術の国際交流事業 

国際交流事業については、公募・審査業務の完全電子化に向けた取組を行う。 

なお、推薦書等の第三者による認証が必要な調書については、なりすまし・改

ざんの防止対策が不可欠であり、提出書類の信頼性を確保した上で、完全電子化

を行う。 

② 情報共有化システムの整備 

業務に必要な情報の共有化を促進するとともに、業務用データの更新作業の円滑

化を図る観点から、情報共有ソフトを活用することによって情報システムの整備を

行うこととする。 

③ ホームページの充実 

振興会の業務内容に関する最新情報をホームページで迅速に提供する。掲載にあ

たっては閲覧者側からの視点を重視し、見やすさ・わかりやすさの確保に努める。 

また、ホームページ内の各記事に、閲覧者からのアンケート欄を設け、ニーズに

あった記事内容を提供することができる仕組みを確立する。 

④ 情報セキュリティの確保 

振興会のコンピュータ環境のセキュリティを確保し情報資産を守るため、情報セ

キュリティポリシーの遵守を徹底するとともに、必要に応じて見直しを行う。 

 

（７）助成・支援事業のマネジメントの一環として、不合理な重複及び過度の集中の排除

並びに不正使用及び不正受給の防止策を強化する。 

このため、政府等の方針を踏まえ、研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除す

るため、府省共通研究開発管理システムを活用するとともに、審査結果を他の競争的

資金の配分機関に迅速に提供する。 
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また、研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割

分担のもと、同省の定めるガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けてい

る報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把握し、必要

に応じ、各事業毎に適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を

徹底させる。 

また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行

為の防止策について助言、注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進

するとともに、振興会による監査を充実することにより不正の防止に努める。 

 

（８）適切な業務運営を図るため、管理会計の活用、監事監査・外部監査の充実、わかり

やすい情報開示等による内部統制の充実を図る。 

 

２ 学術研究の助成  

学術研究に対する幅広い助成を行うことにより、独創的かつ多様な基礎的研究を推進し、

人類の知的資産の拡充、将来の学問及び社会の発展に寄与する。その際、公正で透明性の

ある審査・評価を実施するとともに、研究者の研究活動が円滑に実施できるように業務を

行う。また、研究成果の適切な把握に努め、社会への還元・普及活動を行う。 

 

科学研究費補助金事業は、文部科学省が定める事業実施における基本的考え方・役割分

担に基づき、以下により、滞りなく確実に実施する。 

・ 科学研究費補助金事業の配分審査、研究評価等を行うために、学術研究に対する高い識

見を有する者で構成する科学研究費委員会を置く。 

・ 科学研究費補助金の交付等の手続きに関する業務は、文部科学省が定めた規程、通知に

従って行う。 

・ 科学研究費委員会において、科学研究費補助金事業の毎年度の審査方針等を、文部科学

省科学技術・学術審議会が示す審査の基本的考え方を踏まえて決定する。 

 

（１）審査・評価の充実  

学術システム研究センターの機能を有効に活用し、研究者ニーズ及び諸外国の状況

等を踏まえて、公正な審査委員の選考、透明性の高い審査・評価システムの構築を行

う。 

① 審査業務 

科学研究費委員会は年３回程度開催するとともに、配分審査のための小委員会を

必要に応じて開催する。 

審査委員の拡充等を行い、審査の質的充実を図る。 

不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発管理システムを

活用するとともに、審査結果を他の競争的資金の配分機関に対し４月下旬までに提

供する。 

② 評価業務 

評価については、それぞれの研究種目に応じて行うとともに、大型の研究課題に
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ついては、追跡調査等により成果把握に取り組む。その際、適切な評価体制の整備

を図るとともに、その結果については、ホームページにおいて広く公開する。 

 

（２）助成業務の円滑な実施 

① 募集業務（公募） 

公募に関する情報については、科学研究費補助金に関するホームページにより公

表するとともに、研究計画調書の様式などの情報を研究者等が迅速に入手できるよ

うにする。 

応募受付前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、科学研究費委員会

において審査方針等を決定し、１０月上旬までに公表する。 

② 交付業務 

早期交付及び研究者へのサービス向上の観点から、これまでも可能な限り期間の

短縮に努めてきており、今後も対象件数の増加が見込まれるが、次の期限を明確に

定めることにより、迅速かつ確実に行う。 

・ 採否に関する通知は、４月上旬までに行う。 

・ 応募者に対する審査結果の開示の通知は、５月下旬までに行う。 

・ 額の確定は、７月中旬までに行う。 

③ 不正使用及び不正受給の防止 

研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担

のもと、同省の定めるガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている

報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把握し、必要

に応じ、適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を徹底させ

る。 

また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正

行為の防止策について助言、注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を

促進するとともに、振興会の現地調査による監査を充実することにより不正の防止

に努める。 

④ 電子システムの導入・活用 

電子システムの導入・活用については、電子情報化された応募者の研究に関する

個人情報等の第三者に対するセキュリティを確保しつつ、応募者及び審査委員の負

担軽減、応募書類の受付・書面審査等の効率化を更に推進するため、応募手続及び

審査業務の完全電子化を図る。 

⑤ 科学研究費補助金説明会の実施 

科学研究費補助金に対する理解を促進し、その支援効果を高めるため、大学等の

研究機関への事業説明を、文部科学省との共同実施、研究機関からの要望に応じて

の実施などにより、全国各地で行う。 

 

（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及 

科学研究費補助金の研究課題の研究成果について適切に把握するとともに、インタ

ーネットにおいて広く公開する。 
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我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科学研究費補助金によ

る研究成果をわかりやすく説明することなどを通じて、学術と日常生活との関わりや

学術がもつ意味に対する理解を深める機会を提供する「ひらめき☆ときめきサイエン

ス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」を全国各地の大学で幅広く実施する。 

 

（４）助成の在り方に関する検討 

学術研究における様々な特性・ニーズを踏まえた助成の在り方について、学術シス

テム研究センターの機能を活用しつつ検討を行い、事業の改善に反映させる。 

 

３ 研究者の養成 

大学院博士課程（後期）学生や博士の学位を有する者等のうち優れた研究能力を有する

若手研究者に一定期間資金を支給し、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びなが

ら生活の不安なく研究に専念できる環境を整備するため、特別研究員事業等を、計画的・

継続的に推進する。 

国際舞台で活躍できる世界レベルの研究者を育成するため、研究者個人への海外派遣に

加え、組織的な研究者海外派遣支援を計画的・継続的に推進する。 

男女共同参画社会の形成の一環として、女性研究者の参画を促進するため、審査委員に

積極的に女性を登用するとともに、出産・育児に配慮した取組を推進する。また、政府の

留学生政策等を踏まえ、優れた外国人留学生に配慮した取組など、我が国の研究者養成に

資する効果的な事業の実施を検討し、進める。 

 

（１）選考審査の適切な実施 

各種事業の支援対象者の選考審査は、学術システム研究センターの機能を有効に活

用して、以下の体制により、競争環境の中で能力や資質に優れた者を厳正に審査し、

採用する。 

① 学識経験者により構成される特別研究員等企画委員会の審議により、若手研究者

の主体性を重視し、目的や対象者層に応じた審査方針を整備する。 

② 審査の独立性を確保する観点から、我が国の第一線の研究者を審査委員等とする

特別研究員等審査会を設置し、審査方針に基づき、書面審査に加え面接審査を効果

的に活用して、選考審査を実施する。 

③ 審査委員等は、学術システム研究センターからの推薦に基づき、役員等により構

成される特別研究員等審査会委員等選考会において選考する。 

④ 書面審査及び面接審査に当たって、学術システム研究センターは、支援対象者ご

とに専攻分野に応じた適正な審査委員等を割振る。その際、審査の公平性を確保す

る観点から、利害関係者を排除する。 

⑤ 審査の透明性を確保する観点から、審査方針等をホームページ等で公開する。 

⑥ 審査結果を申請者に適切にフィードバックし、詳細な開示を推進する。 

⑦ 研究奨励金については、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を

防止するため、研究奨励金の募集要項に、特別研究員として採用された場合に同機

構の奨学金を辞退する旨を掲載するとともに、同機構の協力を得て研究奨励金の採
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用内定者が奨学金を受給していないかを組織的に確認する。 

 

（２）事業の評価と改善 

各種事業の評価は、学術システム研究センターにおいて、特別研究員等審査会が実

施した審査内容等の検証・分析をもって行う。評価結果については、特別研究員等審

査会の審査業務等の改善につなげるとともに、学識経験者からなる特別研究員等企画

委員会において調査審議し、改善内容の検討を行う。 

改善内容については、次年度の募集要項等に適切に反映させるとともに、ホームペ

ージ等にも掲載し広く公開する。 

 

（３）特別研究員事業 

大学院博士課程（後期）学生及び博士の学位を有する者等で優れた研究能力を有し、

我が国の大学その他の研究機関で研究に専念する若手研究者を「特別研究員」として

採用し、経歴・年齢等に応じた適切な額の資金（研究奨励金）を支給する。 

特に優れた研究能力を有する博士の学位を有する者等については、若手研究者の世

界レベルでの活躍を期して、能力に応じた処遇を確保する。 

また、対象者に応じた多様な採用区分を設け、分野の特性等を踏まえた採用計画を

毎年度整備し、幅広い研究分野における優れた若手研究者を計画的・継続的に採用す

る。その際、博士課程（後期）学生への支援については、第３期科学技術基本計画等

に十分配慮した上で、本事業を推進する。 

ただし、特別研究員（２１世紀ＣＯＥプログラム）については、「独立行政法人整

理合理化計画」に基づき、平成２０年度まで支援する。 

 

海外を含めた多様な研究環境の選択による研究能力の向上を図るため、博士の学位

を有する者等については、採用者のうち博士の学位を取得した所属研究室以外の場で

研究する者の割合９０％以上に向けた取組を推進するとともに、採用期間中における

一定期間の海外における研究活動を奨励する。 

また、支援を受けた研究者の研究能力の向上の観点から、各種事業における支給の

効果について適切に評価する。 

特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専門的

知識を生かす企業等の職に就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証すると

ともに、調査結果をホームページ等で国民に判りやすい形で公表する。 

 

（４）海外特別研究員事業  

我が国の大学等学術研究機関に所属する常勤の研究者や博士の学位を有する者等

の中から優れた若手研究者を「海外特別研究員」として採用し、海外の特定の大学等

研究機関において長期間研究に専念させるため、滞在費等を支給する。 

その際、第３期科学技術基本計画等における世界レベルの若手研究者養成のための

国際研鑽機会の充実に十分配慮した上で、本事業を推進する。 
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海外特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専

門的知識を生かす企業等の職に就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証す

るとともに、調査結果をホームページ等で国民に判りやすい形で公表する。 

 

（５）若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム 

我が国の大学が海外の大学等と組織的に連携し、若手研究者が海外において研究活

動を行うなど、国際的な研さん機会を提供する若手研究者インターナショナル・トレ

ーニング・プログラムの充実を図る。 

 

（６）日本学術振興会賞 

我が国の優秀な学術の研究者養成に資するため、優れた若手研究者を顕彰する日本

学術振興会賞を実施する。 

 

４ 学術に関する国際交流の促進 

国際的な共同研究を積極的に促進するなど、日本の研究水準、国際競争力の一層の向上

を目指し国内外からの要請に応えるべく、我が国を代表する資金配分機関として戦略的に

以下の取組を行う。 

なお、公募事業については、学術システム研究センターや国際事業委員会の機能を有効

に活用し、審査の透明性・公平性を確保しつつ、競争環境の中で厳正な審査を行う。 

 

（１）諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進 

日本の研究水準の向上、国際競争力の強化を一層進めるため、諸外国の学術振興機

関との協定等に基づく、国際共同研究、セミナー開催などの事業を実施することによ

り、学術ネットワークの構築を進める。これらの活動を円滑に推進するため、諸外国

の学術振興機関との協力関係をさらに強化・発展させる。 

欧米等学術先進諸国との交流については、対等な立場での協力により、日本の国際

競争力を高め、世界トップレベルの研究水準を維持し、さらに向上させる。 

アジア諸国、特に国際的な研究開発能力を飛躍的に増しつつある韓国、中国、イン

ドとの学術交流を戦略的に推進するための取組を支援することにより、相互的な学術

発展を図る。 

アフリカ・中東諸国等との交流については、長期的視野に立って、外交的な観点や

多様な研究ニーズなど様々な学術に関する国際交流の必要性を踏まえ、関係機関と連

携を図りつつ促進する。 

また、海外研究連絡センターにおいては、当該国の学術振興機関との有機的な協力

の下、セミナー、シンポジウム等を実施する。 

 

（２）研究教育拠点の形成支援 

我が国の学術研究機関が先端研究分野において世界を代表する研究教育拠点とな

ることを目指し、諸外国のトップレベルの学術研究機関との多国間交流ネットワーク

の構築・強化、若手研究者の育成等を通じ、その萌芽段階にある拠点の形成を支援す
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る先端研究拠点事業等を推進する。 

 

（３）若手研究者育成のための国際交流支援 

日本と先進諸外国の新進気鋭の若手研究者が学際的な観点から先端的な研究課題

について積極的に討議し情報発信を行う機会を提供する先端科学（Frontiers of 

Science）シンポジウム事業や、ノーベル賞受賞者との討議等を行う会議に若手研究者

を派遣する事業（リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業）等を実施する。 

 

（４）アジア・アフリカ諸国との交流 

アジア・アフリカ諸国との学術連携・協力の深化を図るため、アジア研究教育拠点

事業、アジア・アフリカ学術基盤形成事業及び日中韓フォーサイト事業等により、研

究拠点構築や研究者交流を積極的に促進する。具体的には、それぞれの国の学術の発

展段階等も踏まえながら、共同研究・セミナー等の効果的な実施を促進する。 

とりわけ、我が国と緊密な関係にあるアジア諸国については、各学術振興機関間、

大学・研究所間、さらには個々の研究者間など多層的なネットワークを我が国が主導

的に形成するための取組を実施することにより、アジアにおける学術コミュニティの

構築、同地域における先端研究や共同課題解決研究の推進及び若手研究者の育成を図

る。 

なお、拠点大学交流事業については、アジア研究教育拠点事業など公募により相手

方に対等な負担を求める方式による事業へと転換し、平成２３年度までに段階的に廃

止する。 

 

（５）研究者の招致 

多様な発想と経験を有する内外の研究者が我が国の大学等研究機関で切磋琢磨す

る研究環境を創出するため、次世代の研究を担う優秀な若手研究者や世界的研究業績

を有する第一線の著名研究者等、様々なキャリアステージにある優れた外国人研究者

招致のための取組を推進する。 

また、日本での研究滞在を終え、母国に帰国した後の研究者コミュニティの形成・

強化を図ることも視野に入れ、多様な招へい方法による、きめ細やかな対応を行う。 

さらに、招へいした外国人研究者の協力を得て、高校生に科学や国際社会への関心

を深めさせることを目的としたサイエンス・ダイアログ事業を全国各地で広く実施す

る。 

なお、外国人特別研究員については、全体として効率化を図っていくよう検討を行

い、大学等のニーズに即し、効果的に研究者養成が実施できるよう見直しを行う。 

 

（６）大学等における研究環境の国際化支援 

日本の大学の国際化を促進させるため、職員養成のための取組や大学の組織的な研

究者の派遣・受入れ、国際的な共同研究など大学の国際展開を支援するほか、多様な

研究環境国際化のための取組を積極的に行う。 

海外研究連絡センターにおいて、各大学と協力し、各大学が主催するシンポジウム
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の共催、後援、大学改革の動向に関する調査協力や大学が設置する海外拠点の連携強

化等を通じて、各大学の海外展開を積極的に支援する。 

 

（７）事業の評価と改善 

日本の研究水準、国際競争力の一層の向上を目指し、学術システム研究センター等

の機能を活用しつつ、国際共同研究の基本的な方向性についての検討を行う。また、

効率的かつ効果的な業務運営の観点から、事業開始から長期間経過した事業や応募件

数の少ない小規模事業については、交流相手のニーズ・特性、我が国の研究者の意見

を考慮しつつ、費用対効果の検証を行うほか、研究者へのサービス向上を図るなど不

断の見直しを行う。併せて、各海外研究連絡センターにおいては我が国の各大学との

協力・連携による活動や機能の強化を図るとともに、海外の学術振興機関との間で事

業の有効性・適切性を相互に評価するなど、事業の成果及び効果を把握することに努

め、事業の改善に反映させ、その成果について広く公開する。 

また、カイロ、ナイロビの両研究連絡センターについては、効率的な業務運営に努

めつつ、増大するアフリカ地域研究などの重要性・学術研究の特殊性に鑑み、当該地

域における拠点性など質的な要素についても留意した運営へと転換を図った上で、学

術動向の収集・発信機能を充実させる。 

なお、ワシントン研究連絡センターについては、独立行政法人科学技術振興機構の

ワシントン事務所の機能にも着目しつつ、効率的な運営の観点から、同事務所の共同

設置・運用を行う。 

 

５ 学術の応用に関する研究の実施 

様々な学術的・社会的要請に応えるとともに、我が国の学術及び社会の発展や社会問題

の解決につながるような学術研究を行う。 

 

① 人文・社会科学振興プロジェクト研究事業 

平成１４年６月の文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会の報告を受け、グロー

バル化、情報化が進む中、現代社会において人類が直面している問題の解明と対処のた

め、人文科学や社会科学を中心に各分野の研究者が協働して、学際的・学融合的に取り

組む「人文・社会科学振興プロジェクト研究」を推進する。この研究成果を社会への提

言として発信することにより、新たな学問分野、領域を開拓し、人文・社会科学の活性

化に寄与する。また、研究者間のネットワークの形成、研究成果の公開、社会提言等の

ため、公開シンポジウム、共同研究セミナーなどを行う。 

なお、本事業については、平成２０年度に終了する。 

 

② 異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業 

異なる分野の研究者との共同研究を推進し、異なる分野の研究手法等を導入すること

により、確立された従来の研究手法から脱却して、方法論的な観点から既存の知の体系

の根源的な変革や飛躍的な進化（方法的革新）を目指す、人文・社会科学研究の振興を

図る。 
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６ 学術の社会的連携・協力の推進 

学術の社会的連携・協力の立場から、学界と産業界との連携によって発展が期待される

分野や、その推進の方法・体制等について検討する総合研究連絡会議を開催する。大学等

の研究のシーズ及び産業界の研究のニーズに応じた情報交換、交流促進を図るための場、

また学界と産業界の連携による若手研究者の人材育成の場としての産学協力研究委員会等

の設定、連携・協力支援のための事業を実施する。 

国内外の研究者を集めてのセミナー、シンポジウムを開催するとともに研究成果の刊行

を通じて、これら研究委員会の研究成果を発信する。 

 

７ 国の助成事業に関する審査・評価の実施 

国の助成事業の審査・評価については、国の定めた制度・方針に従って、審査・評価に

おける公正さ、透明性、信頼性、継続性を確保しつつ、実効性のある評価を実施する。 

 

① ２１世紀ＣＯＥプログラム 

国の助成事業である「２１世紀ＣＯＥプログラム（研究拠点形成費等補助金（研究拠

点形成費））」について、世界最高水準の研究教育拠点を学問分野毎に形成するととも

に、国際競争力のある個性輝く大学づくりを推進することを目的とし、①当該拠点の研

究教育活動の実績、及び②大学の将来構想及び当該拠点を形成するための構想・計画を

評価する。 

各プログラムについては期間終了後に事後評価を実施する。 

なお、本事業に係る業務は、平成２１年度に終了する。 

 

② グローバルＣＯＥプログラム 

国の助成事業である「グローバルＣＯＥプログラム（研究拠点形成費等補助金（研究

拠点形成費））」について、我が国の大学院の教育研究機能を一層充実・強化し、国際

的に卓越した研究基盤の下で世界をリードする創造的な人材育成を図るため、国際的に

卓越した教育研究拠点の形成を重点的に支援し、もって、国際競争力のある大学づくり

を推進することを目的として、教育研究拠点を形成するための構想・計画を審査・評価

する。 

また、採択されたプログラムについては２年経過後に中間評価を実施するとともに、

期間終了後に事後評価を実施する。 

 

③ 「魅力ある大学院教育」イニシアティブ 

国の助成事業である「『魅力ある大学院教育』イニシアティブ（研究拠点形成費等補

助金（若手研究者養成費））」について、創造性豊かな優れた若手研究者の養成に関連

する構想・計画の評価を行う。 

また、採択されたプログラムについては期間終了後に事後評価を実施する。 

なお、本事業に係る業務は、平成２０年度に終了する。 

 

④ 組織的な大学院教育改革推進プログラム 
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国の助成事業である「組織的な大学院教育改革推進プログラム（研究拠点形成費等補

助金（若手研究者養成費））」について、社会の様々な分野で幅広く活躍する高度な人

材を養成するための大学院における国際的水準のコースワークの充実等の優れた組織

的・体系的な教育の取組に関連する構想・計画の審査・評価を行う。 

また、採択されたプログラムについては期間終了後に事後評価を実施する。 

 

⑤ 質の高い大学教育推進プログラム 

国の助成事業である「質の高い大学教育推進プログラム（大学改革推進等補助金（大

学改革推進事業））」について、大学教育改革を一層推進し、知識基盤社会を担う優れ

た人材を養成するための大学等における教育の質向上に向けた優れた取組に関連する構

想・計画を審査する。 

なお、本事業にかかる審査業務については、平成２０年度に終了する。 

 

⑥ 大学教育推進プログラム 

国の助成事業である「大学教育推進プログラム（大学改革推進等補助金（大学改革推

進事業））」について、社会の発展を支える優れた資質能力を備えた人材を養成するた

め、学士力の確保や教育力向上のための各大学等の実践を促し、達成目標を明確にした

効果が見込まれる取組に関連する構想・計画を審査する。 

 

⑦ 世界トップレベル研究拠点プログラム 

国の助成事業である「世界トップレベル研究拠点プログラム（国際研究拠点形成促進

事業費補助金）」について、高いレベルの研究者を中核とした研究拠点構想を集中的に

支援し、世界中の第一線の研究者が、是非そこで研究をしたいとして集まってくるよう

な、優れた研究環境と高い研究水準を誇る「目に見える拠点」の形成を目的として、国

際的視点から、その審査業務・評価業務・管理業務を行う。その際、プログラムを担当

するＰＤ・ＰＯを配置し、専門的な観点からプログラムの進捗状況を管理する。 

 

⑧ 政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進 

国の「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」及び「近未来の課題解決を

目指した実証的社会科学研究推進事業」（科学技術試験研究委託事業）について、政策

や社会の要請に応じた人文・社会科学分野のプロジェクト研究を大学等の研究ポテンシ

ャルを積極的に活用して実施し、研究成果を社会へと発信することを目的として、この

事業の実施に必要な審査業務・評価業務・プロジェクト管理業務等を行う。 

 

⑨ 国際化拠点整備事業（グローバル３０） 

国の助成事業である「国際化拠点整備事業（グローバル３０）（国際化拠点整備事業

費補助金）」について、我が国の大学が科学技術・学術・文化の振興に貢献するため国

際的に魅力的な水準の教育研究を提供するとともに、留学生と切磋琢磨する中で国際的

に活躍できる高度な人材を育成するための環境整備を図り、もって、大学の国際競争力

を強化し、我が国の国際競争力の向上に資する取組に関連する構想・計画の審査・評価
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を行う。 

また、採択されたプログラムについては２年経過後に中間評価を実施するとともに、

期間終了後に事後評価を実施する。 

 

８ 調査・研究の実施 

学術システム研究センターの研究員を中心に、諸外国における学術振興施策の状況、国

内外の学術研究の動向等、振興会の業務運営に関して必要な調査・研究を実施する。諸外

国の学術振興施策については、欧米主要国等における学術振興に関する基本的政策、研究

助成システム、研究者養成に対する考え方、国際交流の戦略等について、関係機関のホー

ムページや文献、現地調査、海外研究連絡センターとの連携などにより、調査を適宜実施

し、情報の収集、分析を継続的に行う。 

学術研究の動向については、研究者の動向を含め、各種報告書、学術ジャーナル、国内

外のシンポジウムへの出席、関連研究者との意見交換等により、調査を適宜実施し、情報

の収集、分析を継続的に行う。特に、学術システム研究センターの研究員全員に専門分野

についての学術動向研究を依頼し、毎年度報告を受けるとともに、結果をとりまとめ、事

業に活かす。また、最新の学術動向等の調査研究の成果を踏まえつつ、国際的な競争のも

と、我が国が今後先導していくべき研究を発掘し、事業の企画・立案に反映させる。これ

らの成果については、必要に応じ報告書等にとりまとめホームページ等において公表する。 

 

９ 広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用 

振興会の活動内容や調査研究の成果を、より広く内外の研究者、関係機関や国民に理解

してもらうため、魅力ある広報誌等出版物やホームページの内容充実に努めるなど、効果

的な情報提供が実施できるよう、広報体制を整備し、その充実を図る。 

学術システム研究センターの調査・研究の成果、各事業において支援対象者から提出さ

れた実績報告書等については、知的所有権等に配慮した上で、事業の企画立案等に活用す

るとともに、ホームページへの掲載や出版等により、研究者をはじめ社会に積極的に提供

し、広く普及させる。 

 

１０ 前各号に附帯する業務 

学術研究の推進に資する事業として以下のとおり前各号に附帯する業務を毎年度着実

に実施する。 

① 国際生物学賞委員会により運営される生物学研究に顕著な業績を挙げた研究者を顕

彰する国際生物学賞にかかる事務を担当する。 

② 野口英世博士記念アフリカの医学研究・医療活動分野における卓越した業績に対す

る賞（野口英世アフリカ賞）に係る医学研究分野の審査業務を担当する。 

③ 学術関係国際会議の開催のため、免税措置を受けられない主催者に代わり、特定公

益増進法人としての募金の事務を行う。 

④ 寄付金を受入れ、寄付者の意向に基づき特定分野の助成を行う個別寄付金事業、及

び事業分野をあらかじめ特定しないで助成する学術振興特別基金の事業を行う。 
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第二 業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置 

 

１ 業務運営については、既存事業の徹底した見直し、効率化を図る。 

一般管理費（人件費を含む。）に関しては、中期目標期間中の初年度と比して年率３％

以上の効率化を達成するほか、その他の事業費（競争的資金等を除く。）については、中期

目標期間中、毎事業年度、対前年度比１％以上の業務の効率化を図る。 

人件費については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法

律」（平成１８年法律第４７号）を踏まえ、平成１８年度以降の５年間で、平成１７年度を

基準として５％以上を基本とする削減を引き続き着実に実施する。 

さらに、経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６（平成１８年７月７日閣議

決定）に基づき、国家公務員の取組を踏まえ、人件費改革を平成２３年度まで継続する。 

ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分については削減対象から除く。 

具体的には、国家公務員の給与構造改革を踏まえた勤務評定に基づく昇給等の見直しを

行う。また、給与水準の適正化を図るため、職務内容、経歴、勤務状況等を勘案した管理職

員手当の見直しを行うとともに職員給与の昇級号数の抑制を行うなどにより、総人件費の縮

減を図る。 

業務の効率化を図る際、研究者等へのサービス低下を招かないように配慮する。また助

成・支援業務において、研究者への支援を確実かつ効果的に行う上で必要な審査・評価経費

については、適切に措置する。 

 

２ 複数の評定者による客観的な勤務評定をより厳格に行い、連続した特別昇給や昇給延伸

などを含め、職員の処遇に的確に反映させることにより、本人のインセンティブが高まるよ

うにするとともに、能力に応じた人員配置をきめ細かに実施し、業務の効率的・効果的な遂

行を可能にする。 

 

３ 中期的な計画の下に、情報インフラの整備を図る。 

（１）業務システムの開発・改善 

会計システム等の業務システムは、業務の効率化、正確性などに直接影響を与える

ことから、必要に応じ、開発及び改善を行う。 

 

（２）情報管理システムの構築 

法人文書の作成、決裁、保存まで、業務上作成された文書を適切に管理するととも

に、業務に必要な振興会内の諸手続については、情報共有ソフト（グループウェア）

を活用し、効率的な業務運営が実施できるよう引き続き整備を行う。 

 

４ 事業の効率的な遂行のため外部委託について検討を行い、実施する。 

 

５ 「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、その取組状況を公表

する。また、随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施については、

監事による監査を受けるとともに、監査法人等によるチェックを要請する。 
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６ 財務内容等の一層の透明性を確保するため、決算情報・セグメント情報の公表の充実等

を図る。 

 

第三 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画（通則法第３０条第２項第

３号） 

 

１ 予算（中期計画の予算） 

別紙１のとおり 

 

２ 収支計画 

別紙２のとおり 

 

３ 資金計画 

別紙３のとおり 

 

第四 短期借入金の限度額（通則法第３０条第２項第４号） 

短期借入金の限度額は７２億円とする。短期借入が想定される事態としては、運営費

交付金の受入れに遅延が生じた場合である。 

 

第五 重要な財産の処分等に関する計画（通則法第３０条第２項第５号） 

重要な財産を譲渡、処分する計画はない。 

 

第六 剰余金の使途（通則法第３０条第２項第６号） 

振興会の決算において剰余金が発生した時は、広報・情報提供の充実、調査研究の充

実、情報化の促進に充てる。 

 

第七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項（通則法第３０条第２項第７号） 

 

１ 施設・設備に関する計画 

施設・設備に関する計画はない。 

 

２ 人事に関する計画 

（１）人事方針 

① 限られた人員での効率的・効果的な業務の遂行を実現するため、国内及び国外

研修等を実施し、職員の専門性を高めるとともに、意識向上を図る。 

また、振興会職員の意識向上を図るため、情報セキュリティ研修等を定期的に

実施する。 

② 大学をはじめ学術振興に関連する機関との人事交流を促進して、質の高い人材

の確保・育成を図り、職員の意識や能力に応じた適切な人事配置を行う。 

③ 職員の業績等の人事評価を定期的に実施し、その結果を処遇、人事配置等に適
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切かつ具体的に反映することで、人材の効果的活用や職員の職務遂行能力・方法

の向上を図る。 

④ 国の助成事業等関連業務を有効かつ円滑に実施するため、実務経験を有する質

の高い人材の確保を図り、適切な人事配置を行う。 

⑤ 職員の勤務環境を整備するため、必要な福利・厚生の充実を図る。 

 

（２）人件費に係る指標 

中期目標期間中、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する

法律」（平成１８年法律第４７号）に示された方針に基づき、平成１７年度決算を基

準として試算した削減対象人件費は、総額３，５０６百万円。 

ただし、上記の額は、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）

において削減対象とされた人件費を指す。 

 

３ 積立金の使途 

前中期目標の期間の最終事業年度において、独立行政法人通則法第４４条の処理を行っ

てなお積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金

額について、前払費用等に係る会計処理に充てることとする。 
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（別紙１） 

平成２０年度～平成２４年度 予算 

 

（単位：百万円） 

区   分 金   額 

収入 

運営費交付金 

国庫補助金収入 

科学研究費補助金 

研究拠点形成費等補助金 

大学改革推進等補助金 

国際化拠点整備事業費補助金 

科学技術総合推進費補助金 

事業収入 

寄付金事業収入 

産学協力事業収入 

学術図書出版事業収入 

受託事業収入 

計 

 

１４１，３３６ 

６３６，２９７ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

１８８ 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

７８２，７７４ 

支出 

一般管理費 

うち人件費 

物件費 

事業費 

うち人件費 

物件費 

科学研究費補助事業費 

研究拠点形成費等補助事業費 

大学改革推進等補助事業費 

国際化拠点整備事業費補助事業費 

科学技術総合推進費補助事業費 

寄付金事業費 

産学協力事業費 

学術図書出版事業費 

受託事業費 

計 

 

２，４４０ 

１，２４６ 

１，１９５ 

１３９，０８４ 

２，８１７ 

１３６，２６７ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

７８２，７７４ 

※各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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［人件費見積り］ 

期間総額３，５０６百万円を支出する。 

但し、上記の額は、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法

律」（平成１８年度法律第４７号）に示された方針に基づき、平成１７年度決算を基準と

して試算した削減対象人件費を指す。 

 

［運営費交付金の算定ルール］ 

毎事業年度に交付する運営費交付金(Ａ)については、以下の数式により決定する。 

Ａ(y)＝(Ｃ(y)×α1(係数)＋｛(Ｒ(y)＋Ｐｒ(y))×α2(係数)｝＋ε(y)－Ｂ(y)×λ(係数) 

Ｒ(y)＝Ｒ(y-1)×β(係数)×γ(係数) 

Ｃ(y)＝Ｐｃ(y-1)×σ(係数)＋Ｅ(y-1)×β(係数) 

Ｂ(y)＝Ｂ(y-1)×δ(係数) 

Ｐ(y)＝Ｐｒ(y)＋Ｐｃ(y)＝｛Ｐｒ(y-1)＋Ｐｃ(y-1)｝×σ(係数) 

 

各経費及び各係数値については、以下の通り。 

Ｂ(y)：当該事業年度における事業収入の見積り。Ｂ(y-1)は直前の事業年度におけるＢ(y)。 

Ｃ(y):当該事業年度における一般管理費。Ｃ(y-1)は直前の事業年度におけるＣ(y)。 

Ｅ(y):当該事業年度における一般管理費中の物件費。Ｅ(y-1)は直前の事業年度におけるＥ

(y)。 

Ｐ(y)：当該事業年度における人件費（退職手当を含む）。Ｐ(y-1)は直前の事業年度におけ

るＰ(y)。 

Ｐｒ(y)：当該事業年度における事業費中の人件費。Ｐｒ(y-1)は直前の事業年度におけるＰ

ｒ(y)。 

Ｐｃ(y)：当該事業年度における一般管理費中の人件費。Ｐｃ(y-1)は直前の事業年度におけ

るＰｃ(y)。 

Ｒ(y)：当該事業年度における事業費中の物件費。Ｒ(y-1)は直前の事業年度におけるＲ(y)。 

ε(ｙ)：当該事業年度における特殊経費。重点施策の実施（例：特別研究員研究奨励金）、

事故の発生、退職者の人数の増減等の事由により当該年度に限り時限的に発生する

経費であって、運営費交付金算定ルールに影響を与えうる規模の経費。これらにつ

いては、各事業年度の予算編成過程において、人件費の効率化等一般管理費の削減

方策を反映し具体的に決定。ε(y-1)は直前の事業年度におけるε(y)。 

α1：一般管理効率化係数。中期目標に記載されている一般管理費に関する削減目標を踏ま

え、各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決

定。 

α2：事業効率化係数。中期目標に記載されている削減目標を踏まえ、各事業年度の予算編

成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

β：消費者物価指数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な

係数値を決定。 

γ：業務政策係数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係

数値を決定。 

259



- 18 - 

δ：事業収入政策係数。過去の実績を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、当該事

業年度における具体的な係数値を決定。 

λ：収入調整係数。過去の実績における事業収入に対する収益の割合を勘案し、各事業年度

の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

σ：人件費調整係数。各事業年度予算編成過程において、給与昇給率等を勘案し、当該事業

年度における具体的な係数値を決定。 

 

[中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等] 

上記算定ルール等に基づき、以下の仮定の下に試算している。 

・ 運営費交付金の見積りについては、特別研究員研究奨励金については、第３期科学技術

基本計画を踏まえて当該事業年度における具体的な額を決定するが、ここでは各年度に

おいて便宜的に平成２０年度予算額を用いている。またα1（一般管理効率化係数）を

各事業年度3.0％の縮減、α2（事業効率化係数）を各事業年度1.0％の縮減とし、λ（収

入調整係数）は一律1として試算。 

・ 事業費中の物件費については、β（消費者物価指数）は変動がないもの（±0％）とし、

γ（業務政策係数）は一律1として試算。 

・ 人件費の見積りについては、σ（人件費調整係数）は変動がないもの（±0％）とし退

職者の人数の増減等がないものとして試算。 

・ 事業収入の見積りについては、δ（事業収入政策係数）は据え置き（±0％）とし試算。 
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（別紙２） 

平成２０年度～平成２４年度 収支計画 

 

（単位：百万円） 

区   分 金   額 

費用の部 

経常経費 

業務経費 

科学研究費補助事業費 

研究拠点形成費等補助事業費 

大学改革推進等補助事業費 

国際化拠点整備事業費補助事業費 

科学技術総合推進費補助事業費 

寄付金事業費 

産学協力事業費 

学術図書出版事業費 

受託事業費 

一般管理費 

減価償却費 

 

収益の部 

運営費交付金収益 

科学研究費補助金収益 

研究拠点形成費等補助金収益 

大学改革推進等補助金収益 

国際化拠点整備事業費補助金収益 

科学技術総合推進費補助金収益 

業務収益 

寄付金事業収益 

産学協力事業収益 

学術図書出版事業収益 

受託事業収益 

資産見返負債戻入 

 

純損失 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

総利益 

 

７８２，９３７ 

１４４，７２８ 

６２８，３５２ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

４３４ 

１，３７３ 

６ 

２，７４２ 

２，４４０ 

８３ 

 

７８２，８５８ 

１４１，３３６ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

１８８ 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

８３ 

 

７９ 

７９ 

０ 

※各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙３） 

平成２０年度～平成２４年度 資金計画 

 

（単位：百万円） 

区   分 金   額 

資金支出 

業務活動による支出 

次期中期目標期間への繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

科学研究費補助金による収入 

研究拠点形成費等補助金による収入 

大学改革推進等補助金による収入 

国際化拠点整備事業費補助金による収入 

科学技術総合推進費補助金による収入 

寄付金事業による収入 

産学協力事業による収入 

学術図書出版事業による収入 

受託事業による収入 

その他の収入 

前期中期目標期間よりの繰越金 

 

７８４，０７２ 

３，０８２ 

 

 

７８２，９８２ 

１４１，３３６ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

３９５ 

４，１７３ 

※各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第三十一条の規定により、平成２１

年３月３１日付け２０諸文科振第１４７６号で認可を受けた独立行政法人日本学術振興会

の中期目標を達成するための計画（中期計画）に基づき、平成２０年度の業務運営に関す

る計画を次のとおり定める。 

 

第一 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

１ 総合的事項 

（１）学術の特性に配慮した制度運営 

   各事業を推進するにあたり、研究の手法、規模、必要な資金、期間など研究分野等

により異なる学術研究の特性に配慮した制度運営を図る。 

   また、各事業を実施する際には、関連する事業を実施している機関との適切な連携・

協力を行う。その際、我が国の学術研究の振興を図る観点から、大学等において実施さ

れる学術研究に密接に関わる事業の特性に配慮しつつ、事業を実施する。 

 

（２）評議員会  

   各界・各層の学識経験者で構成する評議員会を２回開催する。振興会の業務運営に

関する重要事項については、幅広く高い識見に基づく審議及び意見を参考に事業を実

施する。 

 

（３）学術顧問会議 

学術研究に対する特に高い識見を有する学識経験者７名により構成される学術顧問

会議を開催し、振興会の運営に関し、専門的な見地から幅広い助言を求める。 

 

（４）学術システム研究センター 

   研究経験を有する第一線級の研究者を、任期付研究員として、センター所長１名、

センター副所長３名、主任研究員１７名及び専門研究員９３名の体制で、人文・社会

科学から自然科学に至る全ての学問領域をカバーする体制を維持する。また、重要で

かつ継続的に審議が必要な課題に対し、ワーキンググループを設置し、機動的に対応

する。 

   これらにより、センターが行う学術振興策や学術動向に関する調査・研究体制を整

備し、振興会事業における公正で透明性の高い審査・評価業務や振興会業務全般に対

する有効な提案・助言等を行うことを可能とする。 

 

（５）自己点検及び外部評価の実施 

① 自己点検   

    平成１９年度事業に係る自己点検及び第一期中期目標期間に係る自己点検につい

ては、「独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会規程」、「独立行政法人

日本学術振興会平成２０年度自己点検評価実施要領」及び「独立行政法人日本学術
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振興会平成１９年度事業及び第一期中期目標期間の評価手法について」に基づき、

厳正に評価を実施し、外部評価委員会に提出するとともにその結果を公表する。 

② 外部評価   

      学界及び産業界を代表する有識者により構成される外部評価委員会において、「独

立行政法人日本学術振興会外部評価委員会規程」に基づき外部評価を実施する。 

外部評価の結果は、業務の改善に役立てるとともに、ホームページ等において公

表する。 

 

（６）情報システムの整備 

① 公募事業における電子化の推進 

    研究者へのサービス向上等を図るため、募集要項・応募様式等の書類は、原則と

してすべての公募事業においてホームページから入手可能な状態とする。 

研究者からの申請書類を電子的に受け付けるシステムについては、本格運用を開

始している公募事業を継続して実施するとともに、制度的・技術的課題を検討しな

がら他の事業への拡充を進める。 

なお、拡充に当たっては、文部科学省が開発・運用を行っている府省共通研究開

発管理システムの連携活用を模索し、柔軟な実現方法を検討する。 

  （ⅰ）科学研究費補助金事業 

     府省共通研究開発管理システム(e-Rad)との連携の一環として、電子申請システ

ムを利用するための電子証明書を、e-Radで発行しているものが利用できるように

し、申請者の手続・管理を簡素化する。 

     また、文部科学省からの研究種目の移管や制度改善に伴い見直しが必要な場合

には、随時開発を実施する。 

  （ⅱ）特別研究員事業 

     府省共通研究開発管理システム(e-Rad)との連携の一環として、電子申請システ

ムを利用するための電子証明書を、e-Rad で発行しているものが利用できるよう

にし、申請者の手続・管理を簡素化する。 

     また、推薦書等の第三者よる認証が必要な調書の電子化についての検討を行う。 

  （ⅲ）学術の国際交流事業 

     府省共通研究開発管理システム(e-Rad)との連携の一環として、電子申請システ

ムを利用するための電子証明書を、e-Rad で発行しているものが利用できるよう

にし、申請者の手続・管理を簡素化する。 

     また、推薦書等の第三者よる認証が必要な調書の電子化についての検討を行う 

② 情報共有化システムの整備 

      振興会事業全般の情報共有として、グループウェアを用いた情報共有化を推進し、

横断的なデータベースを構築する。また、データベースの更新に当たっては、職員

が負荷なく直接行えるよう容易かつ効率的な方法を模索する。 

③ ホームページの充実  

      公募情報を中心として、振興会の業務内容に関する最新情報をホームページで迅

速に提供し、一般国民や研究者のニーズに応える的確かつ見やすい情報提供に努め
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る。 

また、ホームページの情報量増加に伴い、閲覧者が必要な情報にアクセスしづら

くなりつつあるため、利用者へのアクセシビリティを考慮した次世代のホームペー

ジの構築に向けた検討を行う。 

④ 情報セキュリティの確保  

個人情報など機密情報を守るため、情報セキュリティポリシーの遵守を徹底する。 

    また、職員等に対して情報セキュリティに関する意識を高めるために、セキュリ

ティ講習を年1回実施する。 

 

（７）研究費の不正使用及び不正行為の防止  

事業説明会実施時等において、研究費の不正使用及び不正行為の防止策についての

助言、注意喚起等を行い、国のガイドライン等に基づき、不正の防止に対する研究機

関の取組の強化及び研究者の意識改革の促進などにより不正の防止に努める。 

 

（８）内部統制の充実 

   監事監査については、一般的な業務・会計監査のほか重点項目を設けることとし、

外部監査については引き続き監査法人による任意監査を行う。 

 

２ 学術研究の助成 

学術研究が効果的に進展するよう、学術システム研究センターの機能を活用して、公

正で透明性の高い審査・評価を実施するとともに、業務の簡素化と必要な拡充を図りつ

つ、研究者の視点に立った助成事業を実施する。 

 

科学研究費補助金事業は、文部科学省が定める事業実施における基本的考え方・役割

分担に基づき業務を行う。 

平成２０年度においては、基盤研究、萌芽研究、若手研究（Ｓ）、若手研究（スター

トアップ）、奨励研究、研究成果公開促進費（学術定期刊行物、学術図書、データベー

ス）、特別研究員奨励費及び学術創成研究費について、交付業務及び公募・審査業務を

行う。また、文部科学省が交付する特別推進研究、若手研究（Ａ・Ｂ）の公募・審査業

務を行う。 

 

（１）審査・評価の充実 

前年度までの経験に基づき、学術システム研究センターの機能を有効に活用しなが

ら制度の改善を図り、公正な審査委員の選考、透明性の高い審査・評価システムの構

築を行う。 

① 審査業務 

    (ⅰ)  科学研究費委員会を開催して、文部科学省科学技術・学術審議会が示す「審査

の基本的考え方」を踏まえ、科学研究費委員会において「科学研究費補助金（基

盤研究等）における審査及び評価に関する規程」を改正する。     

また、配分審査のための小委員会を開催し、応募された研究課題の審査を行う。 
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    (ⅱ)  審査委員の選考については、審査委員候補者データベースを充実しつつ、専門

的見地から、より適切な審査委員を選考するため、学術システム研究センターの

研究員の幅広い参画を得て実施する。 

(ⅲ)  研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、合議審査において、研

究計画調書に記載された他の研究費への応募・採択状況を確認するとともに、府

省共通研究開発管理システムを活用し、審査結果を他の競争的資金の配分機関に

対し迅速に提供する。 

② 評価業務  

    (ⅰ) 研究進捗評価の実施 

特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び学術創成研究費については、当該研究課題

の研究の進捗状況を把握し、当該研究の今後の発展に資するため、現地調査・ヒ

アリング・書面・合議により研究進捗評価を行う。また、その評価結果について

は、ホームページにおいて広く公表する。 

(ⅱ) 事後評価の実施 

特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び学術創成研究費の研究課題のうち、研究進

捗評価を行わない研究課題については、ヒアリング・書面・合議により事後評価

を行う。また、その評価結果については、ホームページにおいて広く公開する。 

 

（２）助成業務の円滑な実施 

① 募集業務（公募） 

平成２１年度公募に関する情報については、科学研究費補助金に関するホームペ

ージにより公表するとともに、研究計画調書の様式などの情報を研究者等が迅速に

入手できるようにする。 

  また、応募受付前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、科学研究費

委員会において審査方針等を決定後、速やかに公表する。 

② 交付業務                                      

      平成２０年度科学研究費補助金について、科学研究費委員会の審査結果に基づき、

基盤研究、萌芽研究、若手研究（Ｓ）、若手研究（スタートアップ）、奨励研究、

研究成果公開促進費（学術定期刊行物、学術図書、データベース）、特別研究員奨

励費及び学術創成研究費の交付業務を迅速に行う。 

      また、平成１９年度に交付した科学研究費補助金に係る実績報告書の提出を受け、

額の確定を行う。 

・ 採否に関する通知は、４月上旬までに行う。 

・ 応募者に対する審査結果の開示の通知は、５月下旬までに行う。 

・ 額の確定は、７月中旬までに行う。 

  ③ 不正使用及び不正受給の防止    

研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担

のもと、同省の定めるガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている

報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把握し、必要

に応じ適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を徹底させる。 
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また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正

行為の防止策について、助言・注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革

を促進するとともに、振興会による監査を充実することにより不正の防止に努める。 

④ 電子システムの導入・活用 

  (ⅰ) 応募手続 

   平成２０年度においては、基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ）及び萌芽研究に加え、新た

に基盤研究（Ｃ）及び若手研究（Ａ・Ｂ）のすべての応募書類の受付を電子シス

テムにより行い、応募手続の完全電子化を図る。 

(ⅱ) 審査業務 

   基盤研究、萌芽研究及び若手研究において導入している書面審査の結果を受け

付ける電子システムを他の研究種目においても導入し活用する。 

  ⑤ 科学研究費補助金説明会の実施 

大学等の研究機関への事業説明を、文部科学省との共同実施、研究機関からの要

望に応じての実施などにより、全国各地で行い、制度の改善等に係る正しい理解の

促進を図る。その際、地域バランスに配慮する。      

また、制度に係るパンフレット、説明資料の向上を図る。  

 

（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及 

① 研究成果の把握・公表 

平成１９年度に終了した研究課題の研究実績の概要について、国立情報学研究所

のデータベースにより広く公開する。また、平成１９年度に研究期間が終了した研

究課題の研究成果報告書については、国立国会図書館関西館に納本させるとともに、

その研究成果の概要について、国立情報学研究所のデータベースにより広く公開す

る。 

② ひらめき☆ときめきサイエンス事業 

我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科学研究費補助金に

よる研究成果をわかりやすく説明することなどを通じて、学術と日常生活との関わ

りや学術がもつ意味に対する理解を深める機会を提供する「ひらめき☆ときめきサ

イエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」を全国各地の大学で幅広く

実施する。 

 

（４）助成の在り方に関する検討 

科学研究費補助金の審査結果について、学術システム研究センターの機能を活用し

つつ検証を行い、事業の改善に反映させる。 

 

３ 研究者の養成 

（１）全般的な取組み 

大学院博士課程（後期）学生や博士の学位を有する者等のうち優れた研究能力を有す

る若手研究者に資金を支給し、支援する特別研究員事業等を以下のとおり推進する。 

・ 新規支援対象者を採用する。 
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・ 支援対象者に対し、円滑に資金を支給する。 

・ 特別研究員及び海外特別研究員の出産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いを

実施する。また、出産育児による中断中も短時間の研究を行うことで、中断後の研究

の再開が円滑に図れるよう、中断期間中に研究奨励金の半額を支給する取扱を実施す

る。 

・ 大学院博士課程在籍者に対する支援については、優れた研究能力を有する外国人留

学生についても、引き続き採用する。 

・ 本会の研究者養成事業について周知するため、各大学等の要望に基づき、説明会を

開催する。 

 

（２）選考審査の適切な実施 

① 学識経験者により構成される「特別研究員等企画委員会」を開催し、若手研究者の

主体性を重視しつつ、目的や対象者層に応じた審査方針の検討を行う。 

② 新規支援対象者について、審査の独立性を確保する観点から、我が国の第一線の研

究者を審査委員とする「特別研究員等審査会」を設置し、審査方針に基づき、書面審

査に加え面接審査を効果的に活用して選考審査を実施し、内定する。 

③ 引き続き公平で公正な審査体制を維持するため、書面審査の基準及び評価方法の書

面審査員への周知、面接終了後の合議審査により、精度の高い選考、評価を実施する。 

④ 審査会委員、書面専門委員、面接専門委員の役割を明確化し、それらの役割に応じ

た適切な委員・専門委員を学術システム研究センターが候補者データベースを活用し

て作成した候補者名簿案に基づき、「特別研究員等審査会委員等選考会」において選

考する。その際、積極的に女性を登用する。 

⑤ 改定された特別研究員の申請資格について、適切な経過措置を講ずるとともに、説

明会等を開催し、周知に努める。 

  ⑥ 審査の透明性を確保する観点から審査方針等をホームページ等で公開するととも

に、不採択者に対し、その評価結果を通知する。 

⑦ 特別研究員に対する研究奨励金については、独立行政法人日本学生支援機構の奨学

金との重複受給を防止するため、採用内定者情報を同機構に提供し重複チェック等を

行う。 

 

（３）事業の評価と改善 

特別研究員等審査会が実施した審査内容等について、学術システム研究センターにお

いて分析・検証を行い、審査業務に改善すべき点が生じた場合は、改善につなげるとと

もに「特別研究員等企画委員会」において検討を行う。 

高水準の待遇で採用した者（特別研究員-SPD）については、学術システム研究セン

ターの機能を活用して、選考審査から支援終了後のフォローアップに至る一貫性のあ

る評価体制のもと、支給の効果について評価し、その結果を本人に通知する。 

改善事項については、十分な周知期間、経過措置を講じた上で、募集要項等に反映さ

せ、ホームページへの掲載、説明会の開催等を行い、広く周知する。 
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（４）特別研究員事業 

    我が国の大学等の研究機関で研究に専念する優れた若手研究者を支援する特別研究

員事業を円滑に実施する。また、子育て支援や学術研究分野における男女共同参画を推

進する観点も踏まえ、出産育児により研究を中断し、優れた若手研究者が、円滑に研究

現場に復帰するための支援を行う特別研究員-RPDを引き続き実施する。 

  なお、特別研究員（２１世紀ＣＯＥ）については、「独立行政法人整理合理化計画」

に基づき、平成２０年度末まで支援する。 

  ① 平成２０年度支援対象者に係ること 

   (ⅰ)  特別研究員-DC 

我が国の将来を担う創造性に富んだ研究者を養成・確保するため採用した特別研

究員-DCに対し研究奨励金を支給する。 

(ⅱ)  特別研究員-PD 

我が国の将来を担う創造性に富んだ研究者を養成・確保するため採用した特別研

究員-PDに対し研究奨励金を支給する。 

(ⅲ) 特別研究員-SPD 

世界最高水準の研究能力を有する若手研究者を養成・確保するため、高水準の待

遇で採用した特別研究員-SPDに対し研究奨励金を支給する。 

(ⅳ) 特別研究員-RPD 

出産・育児により研究を中断した優れた若手研究者の研究現場復帰を支援するた

め採用した特別研究員-RPDに対し研究奨励金を支給する。 

(ⅴ)  特別研究員（２１世紀ＣＯＥ） 

「２１世紀ＣＯＥプログラム」に選定された拠点において採用された特別研究員

（２１世紀ＣＯＥ）に対し研究奨励金を支給する。 

   (ⅵ)  特別研究員（グローバルＣＯＥ） 

「グローバルＣＯＥプログラム」に選定された拠点において採用された特別研究

員（グローバルＣＯＥ）に対し研究奨励金を支給する。 

  ② 平成２１年度新規採用に係ること 

   平成２１年度採用分特別研究員-DC1、DC2、PD及びRPDの公募に際し、更なる申請

者の利便性向上を目的として、電子的に申請書類を受け付けるシステムの改善を図

る。 

選考審査等に当たっては、特に以下の点に留意する。 

   (ⅰ)  特別研究員-PD 

選考審査に当たって、研究者の流動性向上のため、研究の場を大学院在学当時の

所属研究室と同一研究室とする者についてはその正当性を厳しく審査する。 

採用期間中に海外の研究機関等において研究活動を積極的に行うことを「募集要

項」、「諸手続きの手引き」に記載することにより奨励する。 

(ⅱ)  特別研究員-SPD 

特に優れた者を採用するため、特別研究員-PD の書面審査合格者の中から優秀な

者を採用する。 

採用期間中に海外の研究機関等において研究活動を積極的に行うことを「募集要
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項」、「諸手続きの手引き」に記載することにより奨励する。 

③ 平成１９年度以前の支援対象者に係ること 

   特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を行い、その結果をホームページ上で

国民に分りやすい形で公表する。 

 

（５）海外特別研究員事業  

     海外の大学等研究機関に優れた若手研究者を派遣する海外特別研究員事業を円滑に

実施する。 

   海外特別研究員が、安心して長期間研究に専念できる環境を整備するため、派遣さ

れる国・地域ごとの特殊性などに関し、採用者を対象とするアンケート調査等を行う。 

   海外特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専

門的知識を生かす企業等の職に就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証す

るとともに、調査結果をホームページ等で国民にわかりやすい形で公表する。 

 

（６）若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム 

   我が国の若手研究者が海外で活躍研さんする機会の充実・強化を図ることを目的と

し、我が国の大学が海外の大学等と組織的に連携し、若手研究者が海外において一定

期間研究活動に専念する機会を提供することを支援する。 

 

（７）日本学術振興会賞 

   我が国の学術研究の水準を世界のトップレベルにおいて発展させるため、創造性豊

かな優れた研究を進めている若手研究者を見い出し、早い段階から顕彰してその研究

意欲を高め、独創的、先駆的な研究を支援する日本学術振興会賞の募集、選考、授賞

に係る業務を円滑に実施する。 

 

（８）若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラム 

科学技術振興調整費における若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラムにつ

いて、選考委員会委員の推薦等、適切な審査が行われるよう協力する。 

 

４ 学術に関する国際交流の促進 

  日本の研究水準、国際競争力の一層の向上を目指し国内外からの要請に応えるべく、

学術に関する国際交流を促進する事業を実施する。なお、公募事業については、学術シ

ステム研究センターや国際事業委員会の機能を有効に活用し、審査の透明性・公平性を

確保しつつ、競争環境の中で厳正な評価を行う。 

 

（１）諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進 

   諸外国の学術振興機関との協定等に基づき、共同研究、セミナーの開催、研究者交

流を支援する事業を実施する。その際、各国の研究水準・研究ニーズや外交的な観点

等様々学術に関する国際交流の必要性に配慮しつつ、円滑に実施する。特にインド・

韓国については、両国の研究者により構成される委員会を活用して運営する。 
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   また、海外研究連絡センターにおいては、当該国との学術振興機関との有機的な協

力の下、セミナー、シンポジウム等を実施する。 

 

（２）研究教育拠点の形成支援 

先端研究分野において、我が国の学術研究機関が欧米等の中核的研究機関と双方向

の大規模な研究交流を行う中で、世界的水準の研究交流拠点の形成及び若手研究人材

の育成を図る先端研究拠点事業を実施する。 

また、大学院教育の国際化及び博士課程における若手研究者の養成のため、ドイツ

研究協会と協力し、日独の大学が大学院における教育研究を共同で行う日独共同大学

院プログラムを実施する。 

 

（３）若手研究者育成のためのセミナー 

広い学問的視野、柔軟な思考及び国際性を備えた次世代を担う研究者の養成のため、

諸外国の学術振興機関と連携し、学際的な観点から先端的な研究課題について集中的

に議論を行う先端科学シンポジウム事業を実施する。 

また、特定の研究領域において、当該領域を担う研究者の養成及び新進気鋭の日欧

研究者間のネットワーク形成のため、欧州科学財団と協力し、著名な研究者による講

義及び参加者相互の議論からなる日欧先端科学セミナーを実施する。 

 

（４）アジア・アフリカ諸国との交流 

① アジア・アフリカにおける研究教育拠点の形成支援等 

アジア・アフリカ諸国との共同研究拠点形成を推進するため、拠点大学交流事業、

アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学術基盤形成事業を実施する。また、

中韓の対応機関との協議に基づき、日中韓フォーサイト事業を実施する。 

② アジア科学技術コミュニティ形成戦略事業 

我が国が主導的立場に立ってアジアにおける科学技術コミュニティを形成するこ

とを目的とし、「アジア学術振興機関長会議」「HOPEミーティング」「機動的国際

交流」など多層的なネットワーク形成を支援する各事業を、文部科学省と連携しつ

つ戦略的に実施する。 

③ 論文博士号取得希望者への支援事業  

論文提出により我が国の博士号取得を希望するアジアの若手研究者を支援する事

業を実施する。 

  ④ アジア学術セミナーの開催 

    アジアの若手研究者に最新の学術成果を紹介する「アジア学術セミナー」を中

国・インド・韓国それぞれの対応機関と協力して開催する。 

 

（５）研究者の招致 

① 全般的な取組み 

我が国の大学等の研究者からの要請に基づき、共同研究等を実施するため、研究

者のキャリアステージに沿い、その経歴及び訪問目的に即し、優れた外国人研究者
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を我が国に招へいする事業を実施する。 

② 外国人特別研究員事業   

外国人特別研究員については、多様な国からの招へいを着実に図る。とりわけ、

欧米諸国からの若手研究者の招へいについては、招へい期間を柔軟に設定し、また

海外研究連絡センターを通じた広報活動を積極的に行うことにより、優秀な若手研

究者の確保に努める。 

また、欧米を中心とした６か国において、本会事業を終えて帰国した研究者によ

り形成された研究者コミュニティについては、事業経験者同士の交流促進活動や、

そのネットワークを通じた日本との新たな交流の開始など、研究者コミュニティが

行う活動を積極的に支援する。 

長期に来日する研究員に対しては、日本での研究生活を円滑に開始するためのオ

リエンテーションを来日直後に実施するとともに、「来日外国人研究者のための生

活ガイドブック」の作成・配布や日本語研修支援等のフェローサービスを行い、日

常生活面においても支援する。 

更に、我が国の将来を担う高校生等を対象に、科学や国際社会への関心を深めさ

せることを目的とし、外国人研究者が高等学校等において、自身の研究活動や母国

について英語で講義を行うサイエンス・ダイアログを実施する。 

 

（６）大学等における研究環境の国際化支援 

日本の大学の国際化を促進させるため、大学の職員養成のための取組等を支援する。

我が国の大学等の研究者が、国内で開催する国際的な研究集会への支援を行うととも

に、国外で開催される国際的な研究集会への派遣支援を行う。また、大学等一般に適

用可能な国際化に資するモデル開発を行うため、国内の大学等の国際化のための組織

的な取組等の分析を行うとともに、諸外国における大学等の国際化への取組等につい

て調査研究を行う。 

また、海外研究連絡センターにおいては、各大学が主催するシンポジウムなどの実

施や各大学の海外拠点の活動を支援する。 

 

（７）事業の評価と改善 

学術システム研究センター等の機能を活用しつつ、国際共同研究の基本的な方向性

についての検討に着手する。また、事業開始から長期間経過した事業や応募件数の少

ない小規模事業について、研究者へのサービス向上を図る観点から検討を行う。併せ

て、海外の学術振興機関との間で事業の有効性・適切性の相互評価など、事業の成果

及び効果を把握するための手法の検討に着手する。 

   海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、交流相手のニーズ・特性、

我が国の研究者の意見を考慮しつつ、研究者へのサービス向上を図るなど不断の見直

しを行う。 

なお、ワシントン研究連絡センターについては、独立行政法人科学技術振興機構の

ワシントン事務所の機能にも着目しつつ、効率的な運営の観点から、同事務所の共同

設置・運用に向けた検討を行う。 
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５ 学術の応用に関する研究の実施 

○人文・社会科学振興プロジェクト研究事業  

人文科学や社会科学を中心に各分野の研究者が協働して、学際的・学融合的に取り組

む「課題設定型プロジェクト研究」を推進するため、学識経験者等で構成する事業委員

会、企画委員会を組織し、適切な企画・実施に努める。 

平成２０年度は、研究進捗状況の確認及びプロジェクト研究を推進するための審議・

検討を行う事業委員会及び企画委員会を開催するとともに、最終年度としてのとりまと

めを行う。 

事業推進にあたり、研究者からの提言の発信及び研究者間のネットワークの形成のた

めにシンポジウム及びフォーラム等を開催する。 

    

６ 学術の社会的連携・協力の推進 

産学協力研究委員会諸事業の充実強化を図るとともに、学界と産業界との学術の社会

的協力によって発展が期待される分野やその推進方策を検討するために産学協力総合

研究連絡会議を開催する。 

また、産学の研究者の要請や研究動向に関し幅広い角度から自由に情報・意見交換を

行う産学協力研究委員会を開催するとともに、蓄積された成果発信の場として国際シン

ポジウム等の開催、研究成果の刊行を行う。 

さらに、将来発展が期待される分野及び解決すべき課題について専門的に調査審議を

行う研究開発専門委員会を開催する。 

 

７ 国の助成事業に関する審査・評価の実施 

（１）２１世紀ＣＯＥプログラム  

国の助成事業である２１世紀ＣＯＥプログラムについて、専門家による委員会を開

催し、評価等を行う。 

平成２０年度は、平成１５年度に採択されたプログラムの事後評価を行う。  

その際、２１世紀ＣＯＥプログラム委員会、同総合評価部会及び同審査・評価部会

において、専門家による公正な評価体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、

適切かつ円滑な運営を図るとともに、情報公開に努める。 

 

（２）グローバルＣＯＥプログラム 

    国の助成事業であるグローバルＣＯＥプログラムについて、専門家による委員会を

開催し、審査を行う。 

平成２０年度は、新たに公募するプログラムの審査・選定を行うグローバルＣＯＥ

プログラム委員会を開催するとともに、専門分野の部会を設け、専門家による公正な

審査体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、適切かつ円滑な運営を図ると

ともに、情報公開に努める。 

 

（３）「魅力ある大学院教育」イニシアティブ 

- 11 - 
275



国の助成事業である「魅力ある大学院教育」イニシアティブについて、専門家によ

る委員会を開催し、評価等を行う。 

平成２０年度においては、平成１８年度に採択されたプログラムの事後評価を行う

委員会を開催するとともに、各専門分野を網羅した事後評価部会を設け、専門家によ

る公正な評価体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、適切かつ円滑な運営

を図るとともに、情報公開に努める。 

 

（４）大学院教育改革支援プログラム 

    国の助成事業である大学院教育改革支援プログラムについて、専門家による委員会

を開催し、審査等を行う。 

平成２０年度においては、新たに公募するプログラムの審査・選定を行う委員会を

開催するとともに、専門分野別の部会を設け、専門家による公正な審査体制を整備し、

透明性、信頼性、継続性を確保し、適切かつ円滑な運営を図るとともに、情報公開に

努める。 

 

（５）質の高い大学教育推進プログラム 

   国の助成事業である質の高い大学教育推進プログラムについて、専門家による委員

会を開催し、審査を行う。 

  平成２０年度においては、新たに公募するプログラムの審査・選定を行う委員会を

開催するとともに、取組内容別の部会を設け、専門家による公正な審査体制を整備し、

透明性、信頼性を確保しつつ、適切かつ円滑な運営を図るとともに、情報公開に努め

る。 

 

（６）世界トップレベル研究拠点プログラム 

   国の助成事業である世界トップレベル研究拠点プログラムについて、専門家による

委員会を開催するとともに評価業務・管理業務を実施する。 

   平成２０年度は、平成１９年度に採択された５拠点についてのフォローアップ・管

理業務を行う。 

   その際、プログラムを担当するＰＤ・ＰＯを配置し、専門的な観点からプログラム

の進捗状況を管理する。 

 

（７）政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進 

   国の「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」及び「近未来の課題解決

を目指した実証的社会科学研究推進事業」について、審査業務・プロジェクト管理業

務を実施する。 

   平成２０年度においては、新たに公募する取組の審査・選定を行う委員会を開催す

るため、専門家による公正な審査体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保しつ

つ、適切かつ円滑な運営を図るとともに、情報公開に努める。 

また、平成１７・１８年度及び平成２０年度に選定された課題についてプロジェク

ト管理を行うとともに、最終年度の課題については評価を行う。 
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８ 調査・研究の実施 

学術システム研究センターの研究員を中心として、海外研究連絡センターとの連携に

よる諸外国における学術振興施策の状況調査及び国内外の学術研究動向、研究者動向等

の調査・研究を実施し、結果をとりまとめ、今後の振興会事業に反映させることとする。 

  特に学術研究動向については、学術システム研究センター研究員全員が専門分野にか

かる学術動向調査研究を実施し、その成果を参考として行うより適切な審査委員の選考

や、最新の学術動向を反映させた評価システムの整備など、本会が行う審査・評価業務

等の向上に役立てる。 

  また、これらの成果については、必要に応じ報告書等にとりまとめホームページ等に

おいて公表する。 

 

９ 広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用 

（１）広報と情報発信の強化 

   国民及び研究者等に向けた広報の在り方、実施方法についての協議を行い、その検

討結果を踏まえた適切な広報に努める。 

   また、各事業の実施状況等、学術研究に関わる情報について、以下の方法により公

開し、普及に努める。 

  ① ホームページへの掲載 

    各事業の概要、支援の内容等についてホームページに掲載する。 

  ② パンフレット等の配布 

    振興会の事業内容について分かり易く編集された和文・英文のパンフレットを各

10,000 部以上作成し、学術機関、行政機関、海外の諸機関に対して送付するほか、

必要に応じて事業毎にパンフレットを作成・配布する。 

  ③ 英文ニューズレター 

    英文ニューズレターを年4回（各回15,000部）発行し、振興会の事業により来日

したことのある外国人研究者、海外の学術振興機関、在日大使館等に配布する。 

 

（２）成果の普及・活用 

学術システム研究センターの調査・研究の成果については、事業の企画・立案に反

映させるとともに、必要に応じ報告書等にとりまとめホームページ等において公表す

る。 

 

１０ 前各号に附帯する業務 

学術研究の推進に資する事業として以下のとおり前各号に附帯する業務を毎年度着実

に実施する。 

（１）国際生物学賞にかかる事務 

国際生物学賞委員会により運営され、生物学研究に顕著な業績を挙げた研究者を顕

彰することにより国際的にも高い評価を受けている国際生物学賞の第２４回顕彰にか

かる事務を行うとともに、第２５回顕彰に向けた準備・支援の事務を積極的に実施す
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る。また、募金趣意書を配布するなど、国際生物学賞基金への募金活動に努める。 

 

（２）学術関係国際会議開催にかかる募金事務 

   学術関係国際会議の開催のため、指定寄付金による募金、並びに特定公益増進法人

としての募金の事務を行う。 

 

（３）個別寄付金及び学術振興特別基金の事業 

   寄付金を受入れ、寄付者の意向に基づき特定分野の助成を行う個別寄付金事業及び

事業分野をあらかじめ特定しないで助成する学術振興特別基金の事業を行う。 

 

第二 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 業務運営の効率化 

業務運営については、既存事業の徹底した見直し、効率化を図る。また、組織体制、

業務分担の見直しについて検討を行い、事務手続き、決裁方法など、事務の簡素化・合

理化を促進する。これらにより一般管理費（人件費を含む。）については、中期目標期

間中の初年度と比して年率３％以上の効率化を達成するための取組を行う。その他の事

業費（競争的資金を除く。）について、平成１９年度予算に対して１％以上の削減を図

る。また寄付金事業等についても業務の効率化を図るなど、中期計画に従い業務の効率

化を図る。 

なお、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において削減対

象とされた人件費については、平成２２年度までに平成１７年度の人件費と比較し、

５％以上削減し、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年

７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成２３年度

まで継続する。そのため、平成２０年度の人件費については、平成１９年度の人件費と

比較し、概ね１％の削減を目安とする。ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定

分については削減対象から除く。 

具体的には、国家公務員の給与構造改革を踏まえた勤務評定に基づく昇給等の見直し

を行う。また、職務内容、経歴、勤務状況等を勘案した管理職員手当の見直しを行うと

ともに、職員給与の昇級号俸数の抑制を行うことなどにより、総人件費の縮減を図る。 

業務の実施に当たり委託等を行う場合には、国における見直しの取組（「公共調達の

適正化について」（平成１８年８月２５日付け財計第 2017 号。財務大臣から各省各庁

の長あて。））等を踏まえ、一般競争入札の範囲の拡大や随意契約の見直し等を通じた

業務運営の一層の効率化を図ることとする。 

業務の効率化を図る際、研究者等へのサービスの低下を招かないよう配慮する。 

 

 

２ 職員の能力に応じた人員配置 

能力に応じた処遇、人員配置を可能にするため、複数の評定者による客観的な勤

務評定をより厳格に行い、給与への反映を図る。 
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３ 情報インフラの整備 

（１）業務システムの開発・改善 

   会計システムについては、伝票を電子的に処理するとともに、会計帳簿についても

電子的に管理し、独立行政法人会計基準に則り効率的かつ適正な会計処理を行う。 

 

（２）情報管理システムの構築 

   業務に必要な振興会内の諸手続については、情報共有ソフト（グループウェア）を

活用し、効率的な業務運営が実施できるよう引き続き整備を行う。 

 

４ 外部委託の促進 

  事業の効率的な遂行のための外部委託については、効率化が図られる業務や分野、部

門を調査し、外部委託の有効性を検討し、外部委託を促進する。 

 

５ 随意契約の見直し及び監査の適正化 

（１）随意契約の見直し 

   「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するため、初年度に競争入札し、

以後毎年随意契約により継続している派遣職員の契約手法を、複数年契約にするなど

の工夫により、随意契約件数の比率を引き下げる。また、取組状況については、随意

契約実績として、年度末にホームページに公開する。 

 

（２）監査の適正化 

随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施については、

監事による監査を受けるとともに、監査法人等によるチェックを要請する。 

   また、監査結果については、監査終了後に公開する。 

 

６ 決算情報・セグメント情報の公表 

セグメント情報の公表に対応できるよう、会計システムを改善し、決算情報とともに

セグメント情報を公表する。 

 

第三 予算、収支計画及び資金計画 

  

１ 予算 

    別紙１のとおり 

 

２ 収支計画 

        別紙２のとおり 

 

３ 資金計画 

        別紙３のとおり 
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第四 短期借入金の限度額 

 

  短期借入金の限度額は７２億円とする。短期借入が想定される事態としては、運営費交

付金の受入れに遅延が生じた場合である。 

 

第五 重要な財産の処分等に関する計画 

 

  重要な財産を譲渡、処分する計画はない。 

 

第六 剰余金の使途 

 

  振興会の決算において剰余金が発生した時は、広報・情報提供の充実、調査研究の充実、

情報化の促進に充てる。 

 

第七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

１ 施設・設備に関する計画 

  施設・設備に関する計画はない。 

 

２ 人事に関する計画 

（１） 職員の研修計画 

職員の専門性及び意識の向上を図るため、下記の研修を実施する。 

また、資質の向上を図るため、外部で実施される研修に職員を参加させる。 

① 語学研修 

② 海外の機関での研修 

③ 情報セキュリティ研修(１回) 

 

（２）人事交流 

   国立大学法人等との人事交流を行い、質の高い人材の確保・育成を図り、適切な人

事配置を行う。 

 

（３）人事評定 

   職員の業務等の勤務評定を実施し、その結果を処遇、人事配置等に適切かつ具体的

に反映することで、人材の効果的活用や職員の職務遂行能力・方法の向上を図る。 

 

（４）国の助成事業にかかる人事配置 

   文部科学省から実務経験を有する質の高い人材の確保を図り、適切な人事配置を行

う。 
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（５）職員の福利・厚生 

   職員の勤務環境を整備するため、必要な福利・厚生の充実を図る。 

 

３ 積立金の処分に関する事項 

前中期目標の期間の最終事業年度において、独立行政法人通則法第４４条の処理を行っ

てなお積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金

額について、前払費用等に係る会計処理に充てることとする。 
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（別紙１） 

 

平成２０年度 予算 

 

（単位：百万円） 

      区    分 金   額 

収入 

 運営費交付金 

 国庫補助金収入 

  科学研究費補助金 

  研究拠点形成費等補助金 

  大学改革推進等補助金 

 事業収入 

 寄付金事業収入 

 産学協力事業収入 

 学術図書出版事業収入 

 受託事業収入 

計 

 

       ２８，８５９ 

      １２７，１１８ 

      １２６，７０４ 

          ２９４ 

          １２０ 

           ３８ 

          ８７ 

        ２７９ 

           １ 

        ７２５ 

      １５７，１０８ 

支出 

 一般管理費 

  うち人件費 

    物件費 

 事業費 

  うち人件費 

    物件費 

 科学研究費補助事業費 

 研究拠点形成費等補助事業費 

 大学改革推進等補助事業費 

 寄付金事業費 

 産学協力事業費 

 学術図書出版事業費 

 受託事業費 

計 

 

          ５１８ 

          ２５５ 

          ２６３ 

       ２８，３７９ 

          ５７７ 

      ２７，８０２ 

      １２６，７０４ 

        ２９４ 

          １２０ 

          ８７ 

        ２７９ 

           １ 

        ７２５ 

      １５７，１０８ 

   ※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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       （別紙２） 

 

平成２０年度 収支計画 

 

（単位：百万円） 

区    分 金    額 

費用の部 

経常経費 

業務経費 

科学研究費補助事業費 

研究拠点形成費等補助事業費 

大学改革推進等補助事業費 

寄付金事業費 

産学協力事業費 

学術図書出版事業費 

受託事業費 

一般管理費 

減価償却費 

 

 

収益の部 

運営費交付金収益 

科学研究費補助金収益 

研究拠点形成費等補助金収益 

大学改革推進等補助金収益 

業務収益 

寄付金事業収益 

産学協力事業収益 

学術図書出版事業収益 

受託事業収益 

資産見返負債戻入 

 

純損失 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

総利益 

 

１５７，２０４ 

 ２９，５７１ 

１２５，６７０ 

  ２９４ 

１２０ 

 ８７ 

  ２７５ 

１ 

  ６５１ 

  ５１８ 

１７ 

 

 

１５７，１２４ 

 ２８，８５９ 

１２６，７０４ 

  ２９４ 

１２０ 

 ３８ 

 ８７ 

  ２７９ 

１ 

  ７２５ 

１７ 

 

７９ 

７９ 

０ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙３） 

 

平成２０年度 資金計画 

 

（単位：百万円） 

区    分 金    額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 次期中期目標期間への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  科学研究費補助金による収入 

  研究拠点形成費等補助金による収入

  大学改革推進等補助金による収入 

  寄付金事業による収入 

  産学協力事業による収入 

  学術図書出版事業による収入 

  受託事業による収入 

  その他の収入 

前期中期目標期間よりの繰越金 

     １６１，４８８ 

       １５８，４０５ 

        ３，０８２ 

 

           １６１，４８８ 

      １５７，３１５ 

       ２８，８５９ 

      １２６，７０４ 

          ２９４ 

          １２０ 

           ８７ 

                    ２７９ 

            １ 

          ７２５ 

          ２４５ 

        ４，１７３ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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平成２０年度事業 
自己点検評価・外部評価の実施経緯 

 

 

平成21年3月25日 

独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会規程の改正 

独立行政法人日本学術振興会平成21年度自己点検評価実施要領の制定 

「独立行政法人日本学術振興会平成20年度事業の評価手法について」の決定 

 

平成21年5月25日 

独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会を開催 

議題：平成20年度事業に係る自己点検評価について 

 

平成21年5月29日 

独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会（第１回）を開催 

議題 １）外部評価委員長の選出について 

２）外部評価方法等について 

３）外部評価実施要領について 

４）外部評価項目の分担について 

 

平成21年5月29日～6月2日 

外部評価委員に対し、個別に事業説明を実施 

 

平成21年5月29日～6月12日 

外部評価委員による平成20年度事業の外部評価（案）の検討 

 

平成20年6月17日 

独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会（第２回）を開催 

議題：平成20年度事業の外部評価について 

 

平成21年5月29日～6月19日 

外部評価委員会による全般的な意見（案）の検討 

 

平成21年6月29日 

独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会（第３回）を開催 

議事：１）外部評価結果（案）について 

２）外部評価の全般的な意見について 

 

平成21年6月29日 

独立行政法人日本学術振興会理事長に対し、外部評価報告書を提出 
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独立行政法人日本学術振興会 

平成２０年度事業自己点検評価・外部評価報告書 
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